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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）純資産の減少の主な要因は、平成21年10月１日の連結子会社あずみ株式会社との合併により少数株主持分が消滅し、合併の対価として新株式発
行により交付割当てた当社普通株式の時価と、同社株主資本の交付対象株式に相当する部分の差額16億36百万円を負ののれんに計上したことによるも
のであります。また、自己資本の増加の主な要因は、合併により発行した新株式の時価による額19億10百万円をその他資本剰余金に計上したことによる
ものであります。 
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 20,505 △7.7 505 434.1 486 ― 55 ―

21年3月期第3四半期 22,225 ― 94 ― △217 ― △624 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 7.43 ―

21年3月期第3四半期 △113.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 32,782 8,608 26.3 762.66
21年3月期 34,116 10,430 19.0 1,181.41

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,608百万円 21年3月期  6,485百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 27,280 △8.3 899 119.2 997 ― 521 ― 62.11
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」「４．その他」をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）期末発行済株式数（自己株式を含む）の増加は、平成21年10月１日に連結子会社あずみ株式会社を吸収合併したことにより、合併対価として同
社普通株式１株に対し、当社普通株式1.25株を新株発行により割当交付したことによるものであります。また、期末自己株式数の増加は、主にあずみ
株式会社との合併による同社が保有する当社株式の受入によるものであります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料における予想数値及び将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実
際の業績等は、経営環境の変化等により、本資料の予想数値または将来に関する記述と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 あずみ株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 11,459,223株 21年3月期  5,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  171,538株 21年3月期  110,753株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期  7,422,076株 21年3月期第3四半期 5,489,249株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業部門では、新興国の景気拡大に牽引され、一部輸出関連で

業績の回復が見られました。一方、個人消費は、雇用不安や給与所得の減少などにより、引き続き低調に推移しまし

た。また、当宝飾品業界においては、客単価の低下傾向が引き続きあり、依然として厳しい経営環境にありました。

　当社は、平成21年10月１日に連結子会社あずみ㈱と合併し、「Ａｓ-ｍｅエステール株式会社」として新たなスター

トを切りました。これにより、経営指導体制を一元化することが出来、現在は、同一の組織・指揮命令系統の下、エ

ステール店舗ブランドの販売力強化やメーカー機能を活かした粗利益率の改善などの合併効果を早期に実現すべく、

同一の店舗運営、商品政策、販売企画等の施策を打ち出し、推進しております。

　以上の状況の下、店舗展開としては、当社では不採算店舗の圧縮を進めており、当第３四半期連結累計期間で、旧

あずみ㈱の上半期を含め、３店舗を出店、18店舗を閉鎖し、当四半期末店舗数は393店舗（前年同四半期末は旧あずみ

㈱を含め418店舗）となりました。メガネ小売のキンバレー㈱は、２店舗を出店、４店舗を閉鎖し、36店舗（前年同四

半期末36店舗）となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は、不採算店舗の閉鎖や卸売の減少などにより205億５百

万円（前年同四半期比7.7％減）となりました。営業利益は、不採算店舗の閉鎖による固定費の削減や本部管理費の削

減などにより５億５百万円（前年同四半期は94百万円）となりました。経常利益は、合併により生じた負ののれんの

償却などにより４億86百万円（前年同四半期は２億17百万円の損失）となり、四半期純利益は、55百万円（前年同四

半期は６億24百万円の損失）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。　

＜宝飾品小売事業＞

当第３四半期連結累計期間の宝飾品小売事業の売上高は、店舗の減少などにより200億74百万円（前年同四半期比

3.6％減）となり、営業利益は、４億34百万円（前年同四半期は40百万円の損失）となりました。

＜宝飾品卸売事業＞　

当第３四半期連結累計期間の宝飾品卸売事業の売上高は、主に材料販売の減少により４億30百万円（前年同四半

期比69.2％減）となり、営業利益は68百万円（同46.6％減）となりました。

　　上記セグメントの業績の営業利益については、セグメント間取引消去前の金額を記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）　

　当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の37億88百万円より10億円減少し、

27億88百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは14億17百万円のプラスとなりました。これは主に、ファクタリングにより振

替えた仕入債務を含む未払金の増加11億33百万円、減価償却費３億36百万円、仕入債務の増加２億86百万円、税金等

調整前四半期純利益２億77百万円及びたな卸資産の減少２億73百万円等の資金増加と、売上債権の増加２億86百万円、

法人税等の支払額１億88百万円及び賞与引当金の減少１億55百万円等の資金減少によるものであります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは２億70百万円のマイナスとなりました。これは主に、敷金保証金の回収４億

30百万円等の収入と、固定資産の取得４億20百万円、定期預金の増加２億43百万円（純額）及び敷金保証金の差入37

百万円等の支出によるものであります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは21億45百万円のマイナスとなりました。これは主に、短期借入金の増加23億

43百万円の収入と、長期借入金の減少32億84百万円（純額）、社債の償還９億48百万円、割賦債務の返済78百万円、

少数株主への配当金の支払84百万円及び配当金の支払43百万円等の支出によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

現時点において、平成21年11月13日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表した業績予想に変更はありま

せん。　
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

当社は、平成21年10月１日に特定子会社であるあずみ㈱を吸収合併いたしました。これにより、第２四半期

連結累計期間までの同社の業績を連結の範囲に含めております。　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（簡便な会計処理）　

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末

の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。　

②たな卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。　

③固定資産の減価償却費の算定方法　

定率法を採用している減価償却資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。　

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（表示方法の変更）　

四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は、負

債及び純資産の合計額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。

なお、前第３四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「未払金」は2,421,589千円であります。

　

四半期連結損益計算書　

税金費用の計算について、当第３四半期連結累計期間においては、原則法によっているため「法人税、住民

税及び事業税」及び「法人税等調整額」に区分して掲記しており、前第３四半期連結累計期間においては、四

半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理によっているため、「法人税等調整額」を法人税等に含め、「法人

税等合計」に掲記しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,331,275 4,088,764

受取手形及び売掛金 2,691,260 2,404,311

商品及び製品 10,956,954 10,994,754

仕掛品 1,487,550 1,249,244

原材料及び貯蔵品 1,412,173 1,885,874

その他 681,927 881,229

貸倒引当金 △5,666 △5,927

流動資産合計 20,555,476 21,498,252

固定資産   

有形固定資産 2,790,965 2,983,154

無形固定資産 331,199 239,228

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,798,323 6,202,881

その他 3,312,174 3,203,109

貸倒引当金 △5,518 △10,164

投資その他の資産合計 9,104,979 9,395,827

固定資産合計 12,227,143 12,618,210

資産合計 32,782,620 34,116,462

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,336,487 1,101,771

短期借入金 3,053,728 710,000

1年内返済予定の長期借入金 4,050,330 4,990,700

1年内償還予定の社債 1,066,000 1,266,000

未払法人税等 132,732 190,826

未払金 3,769,362 －

引当金 154,023 318,370

その他 507,243 3,239,029

流動負債合計 14,069,907 11,816,698

固定負債   

社債 1,766,000 2,514,000

長期借入金 4,999,210 7,343,200

退職給付引当金 1,159,292 1,143,131

役員退職慰労引当金 321,110 377,897

負ののれん 1,548,286 100,935

その他 310,175 390,512

固定負債合計 10,104,074 11,869,676

負債合計 24,173,981 23,686,375
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,571,841 1,571,841

資本剰余金 3,403,618 1,493,512

利益剰余金 3,605,895 3,433,123

自己株式 △104,256 △70,735

株主資本合計 8,477,099 6,427,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 185,924 109,966

為替換算調整勘定 △54,384 △52,679

評価・換算差額等合計 131,539 57,286

少数株主持分 － 3,945,059

純資産合計 8,608,638 10,430,087

負債純資産合計 32,782,620 34,116,462

6

Ａｓ-ｍｅエステール㈱　(7872)　平成22年３月期　第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 22,225,152 20,505,056

売上原価 8,976,464 8,018,821

売上総利益 13,248,688 12,486,235

販売費及び一般管理費 13,154,045 11,980,710

営業利益 94,643 505,524

営業外収益   

受取利息 17,799 5,191

受取配当金 36,332 39,431

負ののれん償却額 25,309 188,954

持分法による投資利益 13,874 －

受取手数料 60,522 59,625

為替差益 － 3,178

その他 76,519 63,307

営業外収益合計 230,357 359,689

営業外費用   

支払利息 358,033 325,483

為替差損 100,761 －

その他 83,364 52,892

営業外費用合計 542,159 378,375

経常利益又は経常損失（△） △217,158 486,838

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,313 877

投資有価証券売却益 639 3,445

保険解約返戻金 － 15,229

退職給付制度改定益 38,442 －

受取補償金 17,082 9,297

特別利益合計 58,479 28,849

特別損失   

固定資産除売却損 46,706 64,890

関係会社株式売却損 223 －

店舗閉鎖損失 19,477 28,135

減損損失 51,491 58,698

事務所移転費用 11,559 2,544

投資有価証券売却損 － 278

役員退職慰労金 12,737 －

投資有価証券評価損 68,036 77,661

貸倒損失 － 6,000

特別損失合計 210,231 238,208

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△368,910 277,480

法人税、住民税及び事業税 － 161,983

法人税等調整額 － 18,086

法人税等合計 219,170 180,069

少数株主利益 36,815 42,292

四半期純利益又は四半期純損失（△） △624,895 55,117
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△368,910 277,480

減価償却費 359,073 336,999

減損損失 51,491 58,698

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,350 △4,906

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,637 16,222

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46,540 △56,786

賞与引当金の増減額（△は減少） △202,970 △155,403

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,250 －

受取利息及び受取配当金 △54,131 △44,623

支払利息 358,033 325,483

投資有価証券評価損益（△は益） 68,036 77,661

売上債権の増減額（△は増加） △166,860 △286,966

たな卸資産の増減額（△は増加） △591,663 273,194

仕入債務の増減額（△は減少） 81,730 286,914

未払金の増減額（△は減少） 33,719 1,133,277

その他 47,585 △351,084

小計 △431,368 1,886,158

利息及び配当金の受取額 53,738 44,510

利息の支払額 △353,288 △324,683

法人税等の支払額 △453,896 △188,406

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,184,815 1,417,578

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △227,000 △372,000

定期預金の払戻による収入 200,000 129,000

固定資産の取得による支出 △436,902 △420,155

敷金及び保証金の差入による支出 △217,265 △37,750

敷金及び保証金の回収による収入 510,628 430,842

その他 △39,176 △163

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,715 △270,227

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 420,000 2,343,728

長期借入れによる収入 3,200,000 510,000

長期借入金の返済による支出 △3,810,250 △3,794,360

社債の発行による収入 962,820 －

社債の償還による支出 △880,000 △948,000

割賦債務の返済による支出 △64,131 △78,474

リース債務の返済による支出 △7,184 △18,134

長期未払金の返済による支出 － △31,404

配当金の支払額 △94,999 △43,428

少数株主への配当金の支払額 △84,977 △84,964

その他 － △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △358,723 △2,145,067

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,186 △2,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,756,441 △1,000,488
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 4,235,804 3,788,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,479,363 2,788,275
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

宝飾品小売事業
（千円）

宝飾品卸売事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 20,828,633 1,396,519 22,225,152 － 22,225,152

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,380 73,851 80,231 △80,231 －

計 20,835,013 1,470,371 22,305,384 △80,231 22,225,152

営業利益又は損失（△） △40,428 128,175 87,747 6,896 94,643

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．事業区分の主な内容

（１）宝飾品小売事業　　店舗販売・展示会販売等

（２）宝飾品卸売事業　　国内販売・ルート販売等

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

宝飾品小売事業
（千円）

宝飾品卸売事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 20,074,750 430,306 20,505,056 － 20,505,056

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 127,882 127,882 △127,882 －

計 20,074,750 558,188 20,632,939 △127,882 20,505,056

営業利益又は損失（△） 434,897 68,488 503,386 2,137 505,524

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．事業区分の主な内容

（１）宝飾品小売事業　　店舗販売・展示会販売等

（２）宝飾品卸売事業　　国内販売・ルート販売等

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）　

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、記載を省略しております。

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）　

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、記載を省略しております。

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）　

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）　

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高（千円） 1,571,841 1,493,512 3,433,123 △70,735 6,427,741

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額

合併による増加　  1,910,106 161,082  2,071,189

剰余金の配当   △43,428  △43,428

四半期純利益   55,117  55,117

自己株式の取得    △33,521 △33,521

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額合計（千円） － 1,910,106 172,772 △33,521 2,049,357

当第３四半期連結会計期間末残高
（千円）

1,571,841 3,403,618 3,605,895 △104,256 8,477,099
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