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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 3,734 △29.2 △257 ― △331 ― △329 ―

21年10月期第1四半期 5,272 ― △118 ― △324 ― △4,529 ―

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10月期第1四半期 △1.87 ―

21年10月期第1四半期 △25.73 ―

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10月期第1四半期 25,382 16,021 62.7 90.43
21年10月期 25,872 16,326 62.9 92.52

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  15,915百万円 21年10月期  16,283百万円

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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31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

8,300 △16.3 △680 ― △900 ― △950 ― △5.40

通期 18,900 0.6 0 △100.0 △400 ― △500 ― △2.84
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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  
(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） 

(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。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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10月期第1四半期 37,805,664株 21年10月期  37,805,664株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  1,810,441株 21年10月期  1,809,258株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 35,996,041株 21年10月期第1四半期 36,010,367株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高・株価低迷・デフレ等の相まる中、企業収益に

一部持直しがみられますが雇用情勢は依然として厳しく、景気は先行き不透明のまま推移いたしました。

宝飾業界におきましては、個人消費の冷え込みが業績低迷に余儀なく影響し、環境は厳しい状況下にあ

りました。 

このような状況のもと、当社グループは、前年９月の新ＣＩ導入をはじめとする新ブランド戦略を基に

商品開発・供給及び販売戦略を推進いたしました。 

売上面におきましては、小売部門・卸売部門とも引き続き市場の冷え込みにより販売は低迷し、加えて

小売部門は４月下旬のリニューアル・オープンを目指してフラッグシップ店舗の銀座本店が全面改装中で

あるため同店の仮設店舗営業を行っていることもあり、卸売部門は卸ビジネスの見直し・再構築を実施し

たことにより、売上は減少いたしました。 

また、海外子会社におきましても、グローバルな景気後退の影響は避けられず、海外ビジネス再構築の

ため一部子会社を事業縮小したこともあり減少いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は37億34百万円(前年同期比29.2％減)となりま

した。 

利益面におきましては、生産体制の合理化と組織改革による原価率の改善と販売費及び一般管理費の削

減に注力いたしましたが、売上の落ち込みをまかないきれず、営業損益は２億57百万円の損失(前年同期

は１億18百万円の損失)、経常損益は３億31百万円の損失(前年同期は３億24百万円の損失)、四半期純損

益は税効果会計を加味した結果、３億29百万円の損失(前年同期は45億29百万円の損失)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。 

小売事業 

消費の冷え込みと銀座本店が全面改装中であるため減収となりました。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は23億54百万円、営業利益は１億91百万円となりました。 

卸売事業 

消費の低迷に加え、卸ビジネスの見直し・再構築に伴ない減収となりました。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は13億79百万円、営業利益は29百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ４億90百万円減少し253億82百万

円となりました。これは、主に流動資産においては受取手形及び売掛金の減少４億69百万円及び棚卸資

産の減少２億36百万円、固定資産においては建設仮勘定の増加５億79百万円によるものであります。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ１億85百万円減少し93億61百万

円となりました。これは、主に未払金の減少１億48百万円によるものであります。 

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ３億４百万円減少し160億21

百万円となりました。これは、主に利益剰余金の減少３億29百万円によるものであります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(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は、前連結会計年度末から24百万円増加

し、56億19百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、４億42百万円の増加となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失３億23百万円、売上債権の減少額４億66百万円、たな卸資産

の減少額２億18百万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」は、４億４百万円の減少となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出４億24百万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」は、０百万円の減少となりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、平成21年12月11日に公表いたしました連結業

績予想から変更はございません。 

なお、業績予想は、同資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今

後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・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資産については、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する

方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,662,432 5,635,546

受取手形及び売掛金 1,392,953 1,862,717

商品及び製品 8,579,250 9,060,864

仕掛品 606,507 510,650

原材料 1,375,751 1,226,102

繰延税金資産 15,893 12,605

その他 1,299,606 1,632,516

貸倒引当金 △28,913 △39,664

流動資産合計 18,903,482 19,901,339

固定資産   

有形固定資産 3,643,688 3,135,162

無形固定資産 74,786 72,704

投資その他の資産 2,760,896 2,763,704

固定資産合計 6,479,371 5,971,571

資産合計 25,382,854 25,872,910

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 555,307 456,194

1年内返済予定の長期借入金 736,500 368,250

未払法人税等 26,979 98,884

賞与引当金 51,864 101,925

その他 1,080,001 1,287,315

流動負債合計 2,450,653 2,312,569

固定負債   

長期借入金 3,682,500 4,050,750

繰延税金負債 69,777 72,635

再評価に係る繰延税金負債 265,706 265,706

退職給付引当金 2,892,350 2,844,440

その他 750 750

固定負債合計 6,911,084 7,234,282

負債合計 9,361,737 9,546,851

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,164,948 20,164,948

資本剰余金 19,710,964 19,710,964

利益剰余金 △23,242,901 △22,913,740

自己株式 △791,595 △791,478

株主資本合計 15,841,416 16,170,694

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 378,385 378,385

為替換算調整勘定 △304,326 △265,277

評価・換算差額等合計 74,058 113,107

新株予約権 105,641 42,256

純資産合計 16,021,116 16,326,059

負債純資産合計 25,382,854 25,872,910
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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11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 5,272,309 3,734,177

売上原価 2,643,516 1,566,573

売上総利益 2,628,792 2,167,604

販売費及び一般管理費 2,747,054 2,425,168

営業損失（△） △118,262 △257,564

営業外収益   

受取利息 8,171 4,388

保険配当金 － 7,900

雑収入 17,535 12,975

営業外収益合計 25,707 25,265

営業外費用   

支払利息 98,442 54,236

為替差損 102,136 29,978

雑損失 30,900 15,439

営業外費用合計 231,480 99,654

経常損失（△） △324,035 △331,953

特別利益   

固定資産売却益 532,725 2,500

貸倒引当金戻入額 － 5,738

投資有価証券売却益 20,170 －

特別利益合計 552,895 8,238

特別損失   

固定資産除売却損 50,366 279

減損損失 1,288,995 －

事業場閉鎖損失 3,588,613 －

事業構造改善費用 27,212 －

特別損失合計 4,955,187 279

税金等調整前四半期純損失（△） △4,726,327 △323,993

法人税、住民税及び事業税 8,065 13,524

法人税等調整額 △204,937 △8,356

法人税等合計 △196,872 5,167

四半期純損失（△） △4,529,455 △329,161
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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11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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（△） △4,726,327 △323,993

減価償却費 106,405 58,998

減損損失 1,288,995 －

事業場閉鎖損失 1,038,782 －

事業構造改善費用 400,416 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,180 △5,639

賞与引当金の増減額（△は減少） △100,187 △50,061

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,299,965 47,909

受取利息及び受取配当金 △8,171 △4,388

支払利息 98,442 54,236

為替差損益（△は益） 60,330 △2,467

投資有価証券売却損益（△は益） △20,170 －

固定資産売却損益（△は益） △532,725 －

固定資産除売却損益（△は益） 50,366 △2,220

株式報酬費用 － 63,384

売上債権の増減額（△は増加） 148,091 466,618

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,449,563 218,040

仕入債務の増減額（△は減少） 141,934 107,068

その他 1,817,889 △28,651

小計 901,489 598,834

利息及び配当金の受取額 3,648 4,994

利息の支払額 △60,751 △104,353

法人税等の支払額 △82,053 △57,094

事業構造改善に伴う支出 △11,107 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 751,225 442,380

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 △21,187 △38,749

定期預金の払戻による収入 9,269 35,763

有形固定資産の取得による支出 △25,670 △424,404

有形固定資産の売却による収入 1,723,168 39,361

投資有価証券の売却による収入 172,462 －

その他 23,684 △16,754

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,881,725 △404,783

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,923,838 －

その他 △263,465 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,187,304 △117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,656 △13,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 385,990 24,415

現金及び現金同等物の期首残高 7,488,868 5,594,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,874,859 5,619,208
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該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(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) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日) 

  

 
(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) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

小売事業 
(千円)

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

3,403,621 1,868,687 5,272,309 ― 5,272,309

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 38,006 38,006 (38,006) ―

計 3,403,621 1,906,694 5,310,315 (38,006) 5,272,309

    営業利益又は 
    営業損失(△)

566,961 △158,505 408,456 (526,718) △118,262

小売事業 
(千円)

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

2,354,956 1,379,221 3,734,177 ― 3,734,177

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 36,580 36,580 (36,580) ―

計 2,354,956 1,415,801 3,770,757 (36,580) 3,734,177

    営業利益又は 
    営業損失(△)

191,866 29,312 221,178 (478,742) △257,564
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー 

(2) その他の地域……米国・ベルギー 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー 

(2) その他の地域……米国・ベルギー 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(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

4,824,278 408,015 40,015 5,272,309 ― 5,272,309

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

116,018 46,512 ― 162,531 (162,531) ―

計 4,940,296 454,528 40,015 5,434,840 (162,531) 5,272,309

   営業利益又は 
   営業損失(△)

329,426 30,521 △17,545 342,403 (460,665) △118,262

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(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

3,359,471 374,705 ― 3,734,177 ― 3,734,177

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

104,307 40,032 ― 144,339 (144,339) ―

計 3,463,779 414,738 ― 3,878,517 (144,339) 3,734,177

   営業利益又は 
   営業損失(△)

222,162 △6,876 △1,413 213,872 (471,436) △257,564
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占め

る各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占め

る各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

Ⅰ 海外売上高(千円) 647,627

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,272,309

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.28

Ⅰ 海外売上高(千円) 676,757

Ⅱ 連結売上高(千円) 3,734,177

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 18.12

(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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