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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 1,779 0.4 △334 ― △296 ― △261 ―
21年9月期第2四半期 1,771 △13.9 △189 ― △282 ― △1,440 ―

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2四半期 △0.59 ―
21年9月期第2四半期 △3.22 ―

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2四半期 5,976 5,674 94.9 12.67
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2四半期  5,674百万円 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 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 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 3,600 △1.5 △650 ― △550 ― △500 ― △1.12
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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） 

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2四半期 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2四半期  16,251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2四半期 447,675,980株 21年9月期第2四半期 447,677,270株
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 当第２四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同時不況の影響から徐々に

持ち直し、輸出と生産に若干の改善の兆しが見られるものの、雇用環境の悪化や円高懸念等、依然として厳しく不

透明感が残る経済環境が続いております。 

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２四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２四半期連結会計期間は売上高 百万円であり、前第２

四半期連結会計期間比 ％減）、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２四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２四半

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、貸倒引当金戻入額 百万円及び賞与引当金戻入額 百万円等の特別利益の計上に

より 百万円（前第２四半期連結会計期間は四半期純損失 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２四半期連結会計期間は売上

高 百万円であり、前第２四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２四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２四半期連結会計期間は売上高

百万円であり、前第２四半期連結会計期間比 ％減）、営業損失は 百万円（前第２四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２四半

期連結会計期間は売上高 百万円であり、前第２四半期連結会計期間比 ％減）、営業利益は通信販売事業の

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２四半期連結会計期間は営業利益 百万円であり、

前第２四半期連結会計期間比 ％減）となりました。 

  

(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、現金及び預金の減少額 百万円及び営業投資有価証券の売却等に伴う減少額 百万

円、また、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 百万円減少し、 百万円となりました。 

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

179

27

622

829 870

4.7 12

198 △152 △120

7 22 △131

△74

9 15

△104 △211

179

147 21.3 12

△41 △122

27 52

47.6 △111

△17

622

669 7.0

15 61

74.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

392 5,976

128 64

48 91

116 302
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 負債減少の主な原因は、未払金の減少額 百万円及び前受金の減少額 百万円並びに繰延税金負債の減少額 百

万円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。 

 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２四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、前第２四半期連結会計

期間末に比べ 百万円（ ％）減少し、 百万円となりました。 

 当第２四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２四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、仕入債務の減少額 百万円、未払金の減少額

百万円、たな卸資産の減少額 百万円、営業投資有価証券の減少額 百万円等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、増加した資金は、前第２四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、貸付金の回収による収入 百万円、貸付けによる支出 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２四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、自己株式の取得による支出 百万円によるものであります。 

  

第３四半期以降も宝飾品及びＷＥＢ情報事業等の厳しい状況が続くものと予想されます。 

これにより本日別途開示致しました「平成22年9月期第２四半期連結累計期間（連結・個別）の実績値と業績予

想との差異及び通期（連結・個別）の業績予想の修正について」にてお知らせ致しましたとおり、平成21年11月13

日の業績予想で発表しました業績予想に修正を行うことと致します。 

「宝飾品事業」 

宝飾品事業におきましては、第２四半期連結累計期間までと同様に厳しい状況となると考えられ、当面は大き

く業績の回復を行うことは難しいと考えております。 

同事業におきましては、今後の取扱商品の見直し及び販売チャンネルの変更等を行うことにより売上高は当初

の予想数値550百万円を750百万円に上方修正が必要と判断致しました。 

「投資事業」 

投資事業につきましては、大きな変動は無く当初の予想数値である150百万円を予想致しております。 

「ＷＥＢ情報事業」 

ＷＥＢ情報事業におきましては、売上構成の見直しが必要と判断し、従来の「ＷＥＢ情報」ビジネスと「ＷＥ

Ｂ通販」による物販ビジネスの２本柱による構成となるものの、「ＷＥＢ情報」ビジネス売上高減少が要因で、売

上高におきましては当初の予想値3,300百万円を2,700百万円に下方修正することが必要と判断致しました。 

  

 以上により第２四半期連結累計期間の売上高の減少に加え利益率の低下及び売上原価の増加が各利益へ影響し

たことが修正理由であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  
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。  

31 30 30

276 5,674

△261

281 41.3 399

43 144.7 13

△100 △23

△56 40 26

25 3,405.4 25

34 △5

0 64.9 0

△0

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
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 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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 399,454 527,760

売掛金 309,400 356,741

営業投資有価証券 235,460 310,898

営業出資金 752,905 738,388

営業貸付金 308,000 308,000

商品 1,194,892 1,245,337

繰延税金資産 － 25,019

その他 92,440 109,732

貸倒引当金 △112,831 △118,268

流動資産合計 3,179,722 3,503,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 57,103 53,115

減価償却累計額 △11,634 △10,024

減損損失累計額 △2,196 △250

建物及び構築物（純額） 43,273 42,840

工具、器具及び備品 93,075 93,075

減価償却累計額 △75,120 △72,686

減損損失累計額 △9,695 △9,695

工具、器具及び備品（純額） 8,259 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 126,977 131,502

無形固定資産   

のれん 1,905,584 1,996,677

その他 172,439 187,998

無形固定資産合計 2,078,024 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 906,800 890,827

破産更生債権等 365,149 362,351

長期貸付金 9,445 6,038

繰延税金資産 6,688 －

その他 110,588 108,958

貸倒引当金 △844,656 △845,520
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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) 

投資その他の資産合計 591,734 549,060

固定資産合計 2,796,737 2,865,239

資産合計 5,976,459 6,368,850

負債の部   

流動負債   

買掛金 81,107 74,879

未払金 95,763 127,486

未払法人税等 16,692 13,727

賞与引当金 3,070 29,907

繰延税金負債 28,801 －

その他 62,833 99,712

流動負債合計 288,267 345,713

固定負債   

退職給付引当金 11,578 11,215

繰延税金負債 － 59,234

その他 2,508 2,399

固定負債合計 14,087 72,849

負債合計 302,354 418,562

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 △5,077,180 △4,815,213

自己株式 △524 △523

株主資本合計 5,602,015 5,863,983

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,089 86,304

評価・換算差額等合計 72,089 86,304

純資産合計 5,674,104 5,950,288

負債純資産合計 5,976,459 6,368,850
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,771,945 1,779,100

売上原価 668,127 727,408

売上総利益 1,103,817 1,051,692

販売費及び一般管理費 1,293,011 1,385,712

営業損失（△） △189,193 △334,019

営業外収益   

受取利息 2,364 2,066

受取配当金 463 387

有価証券売却益 － 12

為替差益 － 23,888

債務戻入益 3,623 9,968

受取家賃 4,253 4,664

還付加算金 4,424 －

雑収入 126 574

営業外収益合計 15,254 41,561

営業外費用   

支払利息 220 118

有価証券売却損 2,937 －

有価証券評価損 744 －

為替差損 57,667 －

貸倒引当金繰入額 － 1,885

貸倒損失 46,465 1,531

雑損失 328 310

営業外費用合計 108,365 3,845

経常損失（△） △282,304 △296,303

特別利益   

有価証券売却益 － 6,495

貸倒引当金戻入額 － 22,528

賞与引当金戻入額 － 10,117

受取補償金 － 2,100

特別利益合計 － 41,241

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 222,419 －

投資有価証券評価損 190,125 －

減損損失 13,778 4,204

その他 600 －

特別損失合計 1,133,701 4,204

税金等調整前四半期純損失（△） △1,416,006 △259,267
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 18,391 4,990

過年度法人税等 － 53

法人税等調整額 5,844 △2,345

法人税等合計 24,235 2,699

四半期純損失（△） △1,440,241 △261,967
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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（△） △1,416,006 △259,267

減価償却費 34,492 30,851

減損損失 13,778 4,204

のれん償却額 103,386 91,093

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53,225 △6,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,936 △26,837

退職給付引当金の増減額（△は減少） 206 362

投資有価証券評価損益（△は益） 190,125 －

受取利息及び受取配当金 △2,827 △2,453

支払利息 220 118

為替差損益（△は益） 5,464 △114

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 634,963 25,634

営業出資金の増減額（△は増加） 92,969 －

営業貸付金の増減額（△は増加） △99,141 －

売上債権の増減額（△は増加） 151,767 47,341

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,685 50,445

仕入債務の増減額（△は減少） 21,831 6,228

未収入金の増減額（△は増加） 290,781 △18,412

その他の資産の増減額（△は増加） △707 38

未払金の増減額（△は減少） △89,475 △31,613

その他の負債の増減額（△は減少） △24,086 △36,878

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △2,798

小計 △8,410 △128,358

利息及び配当金の受取額 2,292 2,286

利息の支払額 △220 △118

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 32,733 12,779

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,394 △113,410

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 △2,991 △3,988

投資有価証券の売却による収入 8,470 －

貸付けによる支出 △101,200 △35,000

貸付金の回収による収入 159,646 36,593

その他の支出 △143,754 △11,064

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

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,829 △4,938
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △4 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △0

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,464 114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,903 △118,234

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 680,471 399,454
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

（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〕

  
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 
 147,786  52,973  669,506  －  870,266  －  870,266

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

 29,169  4,040  29,674  2,070  64,954  △64,954  －

計  176,955  57,013  699,181  2,070  935,221  △64,954  870,266

営業利益又は営業

損失(△) 
 △122,313  △17,265  61,121  754  △77,702  △42,373  △120,076

  
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 
 179,190  27,742    622,714  －  829,646  －    829,646

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

 2,325  3,940  12,603  1,890  20,758  △20,758  －

計    181,515  31,682  635,317  1,890  850,405  △20,758  829,646

営業利益又は営業

損失(△) 
 △41,195  △111,277  15,904  △24,696  △161,264  9,247  △152,017
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

     当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３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 

  
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 

 323,891  67,277  1,380,776  －  1,771,945  －  1,771,945

(2）セグメン

ト間の内部売

上高又は振替

高 

 34,294  7,080  62,438  7,260  111,072  △111,072  －

計  358,186  74,357  1,443,214  7,260  1,883,018  △111,072  1,771,945

営業利益又は営業

損失(△) 
 △218,323  △60,399  169,245  3,671  △105,805  △83,388  △189,193

  
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 
 381,615  61,926  1,335,558  －  1,779,100  －  1,779,100

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

 7,254  7,980  26,981  6,420  48,635  △48,635  －

計  388,869  69,906  1,362,540  6,420  1,827,736  △48,635  1,779,100

営業利益又は営業

損失(△) 
 △100,119  △172,955  4,834  △37,919  △306,160  △27,859  △334,019

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   
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３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（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」に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の宝飾品事業における

営業損失が 千円増加しております。 

当第２四半期連結累計期間 

 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日）及び当第２四半期連結会計期間 

（自 平成22年1月1日 至 平成22年3月31日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月1日 至 平成21年3月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

平成21年10月1日 至 平成22年3月31日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日）及び当第２四半期連結会計期間（自 

平成22年1月1日 至 平成22年3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。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月1日 至 平成21年3月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

平成21年10月1日 至 平成22年3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。  

  

 該当事項はありません。 

  

4,180

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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