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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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9月期第1四半期 949 5.3 △187 ― △168 ― △157 ―
21年9月期第1四半期 901 ― △69 ― △207 ― △1,228 ―

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9月期第1四半期 △0.35 ―
21年9月期第1四半期 △2.74 ―

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9月期第1四半期 6,209 5,771 92.9 12.89
21年9月期 6,368 5,950 93.4 13.29

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  5,771百万円 21年9月期  5,950百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 2,000 12.9 20 ― 20 ― 15 ― 0.03

通期 4,000 9.4 50 ― 50 ― 40 ― 0.09
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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）  無  

(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  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、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。従いまして、実際の業績
等は様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 447,692,131株 21年9月期  447,692,131株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  16,051株 21年9月期  16,051株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 447,676,080株 21年9月期第1四半期 447,677,550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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機に端を発した不況から輸出と生産に若干

の改善の兆しが見られ始めたもののデフレ懸念や雇用環境等、景気回復に向けてのマイナス要因も多く、企業をと

りまく業況は依然として不透明感が残る中で推移いたしました。 

このような情勢の下、当社グループの事業展開は株式会社クロニクルの投資事業、株式会社アメイジングバリュ

ーによるリセール・オークション事業及び株式会社ドゥーズによる正規品販売事業として業態の住み分けを明確に

した宝飾品事業、株式会社エーディーアンドディー及び株式会社ビジネスアルファ24によるWEB情報事業により営

業展開を図っております。 

また、平成20年12月25日開催の第29期定時株主総会におきまして、当社の宝飾品事業を吸収分割にて、高級輸入

時計部門を株式会社アメイジングバリューへ、ジュエリー部門を株式会社ドゥーズへ継承する旨の契約の承認を行

い、平成21年2月1日付をもって両社へ分割継承行いました。 

 これにより当社は、投資事業を中心とする持株会社体制へと変貌を遂げる事となりました。 

しかしながら、当第１四半期連結会計期間における業績は、若干の回復が見られるものの、長引く不況等、経済

環境の悪化による影響を受ける形となり、厳しい経営環境に置かれております。 

その結果、宝飾品事業全体の売上高は、現在の経済情勢の影響を受ける厳しい営業展開を余儀なくされた結果、

売上高は 百万円に止まりました。 

投資事業におきましては営業投資有価証券の現物売買取引を中心に営業展開を行った結果、売上高は 百万円と

なりました。 

WEB情報事業におきましては、結婚情報サイト「ピュアアイ」事業を中心に各種WEB広告事業の他、新たな事業展

開として通信販売事業に注力し、堅調に推移した結果、売上高は 百万円となりました。 

なお、海外に対する債権や外貨預金等における為替変動により為替差益が発生しております。  

以上の結果、売上高につきましては、 百万円（前第１四半期連結会計期間比 ％増）、営業損失におきまし

ては、商品評価損 百万円の計上、通信販売事業の積極的展開等に伴う広告宣伝費 百万円等の計上により

百万円（前第１四半期連結会計期間は営業損失 百万円）となりました。 

経常損失におきましては、為替差益 百万円等による営業外収益 百万円の計上により 百万円（前第１四

半期連結会計期間は経常損失 百万円）となりました。 

四半期純損失におきましては、貸倒引当金戻入益 百万円等の特別利益及び固定資産に係る減損処理の適用によ

る減損損失 百万円の特別損失の計上により 百万円（前第１四半期連結会計期間は 百万円）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。 

［宝飾品事業］ 

 利益率向上を目的とし、高級輸入時計を中心とする、リセール・オークション事業や国内における小売営業展

開を積極的に行い、シェア拡大・向上に務めました結果、売上高は 百万円（前第１四半期連結会計期間比

％増）、営業損失は商品評価損 百万円等の計上により 百万円（前第１四半期連結会計期間は営業損失

百万円）となりました。 

［投資事業］ 

 昨今の経済事情を鑑み、慎重に資金運用した結果、売上高は 百万円（前第１四半期連結会計期間比 ％

増）、営業損失は 百万円（前第１四半期連結会計期間は営業損失 百万円）となりました。 

［WEB情報事業］ 

 結婚情報サイト「ピュアアイ」の運営、WEB広告等を積極的に展開した結果、売上高は 百万円（前第１四半

期連結会計期間比 ％増）、営業損失は通信販売事業の積極的展開による広告宣伝費の増加等により 百万円

（前第１四半期連結会計期間は営業利益 百万円）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 資産につきましては、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

 資産減少の主な内容は、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローに伴う現金及び預金の減少、商品評価

損 百万円の計上やのれん償却 百万円の計上等による減少であります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

 負債増加の主な原因は、買掛金の増加額 百万円及び繰延税金負債 百万円の計上等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて百万円減少し、百万円となりました。 

159 6,209

36 45

19 437
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該当事項はありません。  

  

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

 純資産減少の主な原因は、四半期純損失 百万円の計上によるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ 百万円（ ％）減少し、 百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円と

なりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失 百万円の計上、仕入債務の増加額 百万円、未払金の増加額 百

万円、営業投資有価証券の減少額 百万円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） 

投資活動の結果、使用した資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ 百万円（ ％）減少し、 百万円とな

りました。 

 これは主に、貸付による支出 百万円、投資有価証券の取得による支出 百万円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） 

財務活動の結果、使用した資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ 百万円（ ％）減少し、 百万円とな

りました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成22年9月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月13 

日に公表いたしました「平成21年9月期 決算短信」に記載の業績予想に変更はありません。 

  

  

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）

該当事項はありません。 

  

（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
  
１．簡便な会計処理  

 固定資産に係る減価償却費のうち定率法により算定するものについては、事業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。  

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
  
 該当事項はありません。  

  

  

（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

4

㈱クロニクル（証券コード：9822）　平成22年9月期　第1四半期決算短信



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１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 386,937 527,760 

売掛金 353,741 356,741 

営業投資有価証券 265,505 ※1  310,898 

営業出資金 737,338 738,388 

営業貸付金 308,000 308,000 

商品 1,235,487 1,245,337 

繰延税金資産 26,936 25,019 

その他 161,686 109,732 

貸倒引当金 △105,020 △118,268 

流動資産合計 3,370,612 3,503,611 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 55,060 53,115 

減価償却累計額 △10,765 △10,024 

減損損失累計額 △2,196 △250 

建物及び構築物（純額） 42,099 42,840 

工具、器具及び備品 93,075 93,075 

減価償却累計額 △73,903 △72,686 

減損損失累計額 △9,695 △9,695 

工具、器具及び備品（純額） 9,476 10,693 

車両運搬具 4,830 4,830 

減価償却累計額 △2,570 △2,307 

減損損失累計額 △2,259 － 

車両運搬具（純額） － 2,522 

土地 75,445 75,445 

有形固定資産合計 127,021 131,502 

無形固定資産   

のれん 1,951,131 1,996,677 

その他 184,403 187,998 

無形固定資産合計 2,135,535 2,184,676 

投資その他の資産   

投資有価証券 37,719 26,404 

長期未収入金 900,996 890,827 

破産更生債権等 367,854 362,351 

長期貸付金 5,289 6,038 

その他 110,548 108,958 

貸倒引当金 △845,857 △845,520 

投資その他の資産合計 576,551 549,060 
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（単位：千円）

当第１四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９月30日) 

固定資産合計 2,839,108 2,865,239 

資産合計 6,209,720 6,368,850 

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,589 74,879 

未払金 152,214 ※1  127,486 

未払法人税等 6,781 13,727 

賞与引当金 18,524 29,907 

その他 97,316 99,712 

流動負債合計 379,425 345,713 

固定負債   

退職給付引当金 11,396 11,215 

繰延税金負債 44,627 59,234 

その他 2,515 2,399 

固定負債合計 58,539 72,849 

負債合計 437,964 418,562 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,461,500 5,461,500 

資本剰余金 5,218,220 5,218,220 

利益剰余金 △4,972,463 △4,815,213 

自己株式 △523 △523 

株主資本合計 5,706,733 5,863,983 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65,021 86,304 

評価・換算差額等合計 65,021 86,304 

純資産合計 5,771,755 5,950,288 

負債純資産合計 6,209,720 6,368,850 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 901,678 949,453 

売上原価 339,815 394,303 

売上総利益 561,863 555,150 

販売費及び一般管理費 ※1  630,980 ※1  742,488 

営業損失（△） △69,116 △187,338 

営業外収益   

受取利息 1,225 1,000 

受取配当金 452 377 

為替差益 － 15,898 

有価証券売却益 － 12 

貸倒引当金戻入額 － 1,521 

債務戻入益 4,684 － 

受取家賃 1,869 2,132 

雑収入 662 34 

営業外収益合計 8,894 20,977 

営業外費用   

支払利息 219 118 

有価証券売却損 2,920 － 

有価証券評価損 635 － 

為替差損 118,967 － 

貸倒引当金繰入額 － 741 

貸倒損失 24,481 1,531 

雑損失 328 － 

営業外費用合計 147,553 2,391 

経常損失（△） △207,776 △168,752 

特別利益   

受取補償金 － 2,000 

貸倒引当金戻入額 － 11,812 

特別利益合計 － 13,812 

特別損失   

商品評価損 125,829 － 

有価証券評価損 580,949 － 

出資金評価損 210,000 － 

投資有価証券評価損 78,265 － 

減損損失 6,178 4,204 

その他 600 － 

特別損失合計 1,001,822 4,204 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,209,598 △159,144 

法人税、住民税及び事業税 10,997 22 

法人税等調整額 8,195 △1,916 

法人税等合計 19,193 △1,894 

四半期純損失（△） △1,228,791 △157,249 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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損失（△） △1,209,598 △159,144 

減価償却費 16,892 15,450 

減損損失 6,178 4,204 

のれん償却額 51,602 45,546 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,705 △12,910 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,614 △11,383 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103 181 

受取利息及び受取配当金 △1,678 △1,377 

支払利息 219 118 

為替差損益（△は益） － △127 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 37,037 10,553 

営業出資金の増減額（△は増加） △55,000 － 

営業貸付金の増減額（△は増加） △100,000 － 

売上債権の増減額（△は増加） 199,174 3,000 

たな卸資産の増減額（△は増加） △164,745 9,850 

仕入債務の増減額（△は減少） 27,076 29,710 

未収入金の増減額（△は増加） 293,096 △19,682 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △5,503 

その他の資産の増減額（△は増加） 23,123 △12,061 

未払金の増減額（△は減少） △8,143 24,844 

その他の負債の増減額（△は減少） △22,154 △2,396 

商品評価損 125,829 － 

有価証券評価損益（△は益） 580,949 － 

出資金評価損 210,000 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 78,265 － 

小計 87,318 △81,124 

利息及び配当金の受取額 510 413 

利息の支払額 △219 △118 

法人税等の支払額 △91,158 △7,884 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,548 △88,714 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △570 △1,945 

投資有価証券の取得による支出 － △11,315 

投資有価証券の売却による収入 8,470 － 

貸付けによる支出 △70,000 △30,000 

貸付金の回収による収入 51,708 2,249 

その他の支出 △70,176 △9,675 

定期預金の預入による支出 － △7 

定期預金の払戻による収入 － 10,078 

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,550 

敷金及び保証金の回収による収入 － 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,568 △42,164 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △2 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2 － 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 127 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △84,119 △130,751 

現金及び現金同等物の期首残高 739,374 517,689 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  655,255 ※1  386,937 
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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１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、宝飾品事業、投資事業、WEB情報事業、その他事業にて区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」３．(1)に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年7月5日)を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、各事業における営業利益に変動はありま

せん。 

当第１四半期連結累計期間 

該当事項はありません。 

  

  
宝飾品 
事業 

（千円） 

投資
事業 

（千円） 

WEB情報
事業 

（千円） 

その他
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  176,105  14,303  711,270  －  901,678  －  901,678

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,125  3,040  32,763  5,190  46,118  △46,118  －

計  181,230  17,343  744,033  5,190  947,797  △46,118  901,678

営業利益（又は営業損失）  △96,009  △43,133  108,123  2,917  △28,102  △41,014  △69,116

  
宝飾品 
事業 

（千円） 

投資
事業 

（千円） 

WEB情報
事業 

（千円） 

その他
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  202,425  34,184  712,844  －  949,453  －  949,453

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,928  4,040  14,378  4,530  27,876  △27,876  －

計  207,353  38,224  727,222  4,530  977,330  △27,876  949,453

営業損失  △58,924  △61,678  △11,070  △13,222  △144,895  △42,442  △187,338

事業区分 主要商品 

宝飾品事業 宝飾品（高級輸入時計、宝石類）等 

投資事業 営業投資有価証券、匿名組合投資等 

WEB情報事業 WEB情報サイト運営、広告等 

その他事業 マネージメント料等 

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント
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 該当事項はありません。 

   

情報の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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６．その他の情報

該当事項はありません。  
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