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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(注)1.当社は、決算期を1月31日から3月31日に変更いたしました。この変更に伴い、移行期であった平成20年3月期の決算は平成19年11月1日から平成20
年3月31日までの5ヶ月間の変則決算となっているため、平成21年期の売上高等の対前期増減率は記載しておりません。 
(注)2.当社は、平成22年3月期より連結決算から非連結決算となったため、平成21年3月期の自己資本当期純利益率、総資産経常利益率及び売上高営業
利益率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

(注)当社は、平成21年3月期は連結財務諸表を作成しているため、平成21年3月期の営業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、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等物期末残高は記載しておりません。 
 

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 9,243 △19.6 △659 ― △613 ― △740 ―

21年3月期 11,495 ― △547 ― △697 ― △1,935 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △32.11 ― △10.4 △6.0 △7.1

21年3月期 △84.65 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 9,596 6,745 70.3 292.55
21年3月期 10,758 7,476 69.5 324.14

（参考） 自己資本   22年3月期  6,745百万円 21年3月期  7,476百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △1,007 △547 576 591
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

(注)平成23年3月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

(注)当社は、平成22年3月期の第2四半期末は連結財務諸表を作成しているため、第2四半期累計期間における売上高等の対前年同四半期増減率は記
載しておりません。 

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 
累計期間

4,331 ― △100 ― △100 ― △235 ― △10.19

通期 9,000 △2.6 100 ― 75 ― △100 ― △4.34



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、18ページ「重要な会計方針」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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3月期 24,654,825株 21年3月期 24,654,825株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,596,452株 21年3月期  1,589,993株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(1)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。 
(2)当社は、平成22年3月期第3四半期より、連結決算から非連結決算となりました。 



（１）経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、アジア経済の好調さや政府の効果的な経済政策を背景に、景気後退局面か

ら一部持ち直しの動きが見られるものの、本格的な企業業績の回復には至っておらず、雇用情勢の悪化や節約志

向の長期化による生活防衛意識の高まりで個人消費が低迷するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

 宝飾品小売業界におきましても、長期にわたる個人消費の低迷により引き続き厳しい経営環境が続いておりま

す。  

 このような状況のもと、当社といたしましては、「Mi Amor（ミアモール）」ブランド（http://www.verite-

online.jp/mi_amor/）のホームページの開設やベリテポイントカード会員限定企画として「ダイヤモンドルース

プレゼント」を実施し、Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄダイヤモンドジュエリーの拡充を図ってまいりました。また、

お客様の低価格志向に対応した品揃えによる大幅な客数の増加、さらに、地金・ダイヤモンド下取りサービスに

おいては地金価格の上昇を受け買取価格の10％アップキャンペーンを実施することによる売上高の確保に取り組

んでまいりました。 

 さらに、店頭販売力の強化を目的として人財育成部門を設置し、社員教育を積極的に行うことにより接客力の

向上を図っております。  

 店舗面におきましては、６店舗の新規出店及び９店舗の退店を実施いたしました。 

 以上の結果、当事業年度の売上高は9,243百万円（前期比19.6%減）となりました。 

 損益面につきましては、上半期において早期退職優遇制度の実施により一時的に販売力が低下したこと等によ

り大幅な損失を計上いたしました。下半期においては教育研修プログラムの効果や更なる経費削減に取り組み、

業績は回復してきておりますが、上半期の損失を取り戻すまでには至らず営業損失659百万円、経常損失613百万

円となりました。特別損益につきましては、早期退職優遇制度の実施による大量退職が生じたことにより、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理（企業会計基準適用指針第１号）」の大量退職に該当すると判断し、退

職給付制度の一部終了に準ずる処理を行い、退職給付制度一部終了益として45百万円を特別利益として計上いた

しました。また、特別損失として不採算店舗等に係る減損損失93百万円及び店舗撤退損40百万円、投資有価証券

売却損16百万円となり、当期純損失は740百万円（前期は1,935百万円の損失）となりました。          

        四半期別業績数値（個別）                         （単位：百万円）   

  

 ② 次期の見通し 

 次期につきましては、我が国の経済は緩やかながら回復に向かうものと期待されますが、本格的な景気回復

にはまだ至らないものと予測されます。宝飾品小売業界においても、個人消費の先行きは依然として不透明で

あり、厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 このような状況のもと、当社は、「毎日がダイヤモンド」をコンセプトに「ダイヤモンド＝VÉRITÉ」

「VÉRITÉ＝ダイヤモンド」のポジショニングを獲得するため、「特別な日だけのものではなく、何気ない日

常を輝かせる」ダイヤモンド専門店を展開してまいります。 

 店舗の活性化に関しては、他業種企業とのコラボレーション、各種イベントの開催、教育研修プログラム等

に取り組んでまいります。商品面につきましては、プライベートブランドや海外ブランドを強化し海外調達体

制を本格的に開始することにより利益率の改善を図るとともに、更なる客数アップを目指し、商品構成や価格

帯等を随時見直してまいります。 

 経費面につきましては、シフト管理の徹底により適正な労働分配率による人件費コントロールを強化いたし

ます。また、出店先との家賃引下げ交渉を継続的に行なってまいります。その他諸経費についても、常に見直

しを行ない経費削減に努めてまいりますが、売上高の向上に直接的に結びつく販売促進費については費用対効

果を見極めたうえで積極的に展開いたします。 

 以上により次期の見通しにつきましては、売上高9,000百万円(当期比2.6%減)、営業利益100百万円(当期は

659百万円の損失)、経常利益75百万円(当期は613百万円の損失)、当期純損失100百万円(当期は740百万円の損

失)を見込んでおります。 

    

１．経営成績

  第１四半期 第２四半期 第３四半期  第４四半期 

 売上高   2,000  2,277    2,531  2,434

 営業損益（△は損失）   △377  △202   17  △97

 経常損益（△は損失）   △327   △225   35   △94

 四半期純損益（△は損失）   △337   △263   47   △186



（２）財政状態に関する分析 

 ①資産・負債及び純資産の状況  

 （資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ515百万円（△6.8％）減少し、7,057百万円とな

りました。これは主に、受取手形が141百万円及び売掛金が258百万円及び有価証券が153百万円減少したことによ

るものであります。 

 当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べ646百万円（△20.3％）減少し、2,538百万円と

なりました。これは主に、連結子会社の吸収合併による関係会社株式の減少73百万円、投資有価証券の売却等に

よる減少74百万円、敷金・差入保証金の回収等による減少267百万円及び長期預金の減少73百万円等によるもので

あります。 

 （負債） 

 当事業年度末における負債合計の残高は、前事業年度末と比べ431百万円（△13.1％）減少し、2,850百万円と

なりました。これは主に、短期借入金が576百万円増加したものの支払手形が629百万円及び未払金が350百万円減

少したことによるものであります。 

 （純資産） 

 当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比べ730百万円（△9.8％）減少し、6,745百万円となりまし

た。これは主に、当期純損失740百万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 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、591百万円となりました。 

 当事業年度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。なお、当社は当事

業年度より非連結決算会社となっており、前事業年度においては個別キャッシュ・フロー計算書を作成していな

いため、前期比較は行っておりません。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動による資金の減少は1,007百万円となりました。これは主に、売上債権の減少400

百万円による資金の増加があったものの、仕入債務の減少644百万円、早期退職優遇制度による特別退職金の支払

354百万円及び税引前当期純損失689百万円の計上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） 

 当事業年度における投資活動による資金の減少は547百万円となりました。これは主に、敷金・差入保証金の回

収による収入323百万円があったものの、新規取引銀行に対する定期預金の預入779百万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） 

 当事業年度における財務活動による資金の増加は576百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加によ

るものであります。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。 

  （注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済普通株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

※平成21年3月期は連結ベースの財務数値により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 平成22年３月期
（参考）  

平成21年３月期 
（連結ベース） 

自己資本比率 ％ 70.3 ％ 69.6

時価ベースの自己資本比率 ％ 15.1 ％ 13.0

債務償還年数  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  －  －



※営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載し

ておりません。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつとして位置づけております。安定的な配当の維持

並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、判断・決定していくこと

としております。 

 当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。当社といたしましては、役員・社員

一丸となって、収益基盤の安定と復配を果たせるよう努めてまいる所存であります。 

 次期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

（４）事業等のリスク 

当社の事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりであります。 

（賃借した建物の継続的使用について）   

 当社は、新規出店の際に賃貸借契約書を法人または個人と締結いたします。当該法人または個人が破綻等の危

機に陥り、契約の継続が困難になった場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（出店保証金の回収について）  

 当社は、新規出店の際に営業保証金、敷金を法人または個人に支払う場合があります。当該法人または個人が

破綻等の危機に陥ることによって営業保証金、敷金の回収が困難になった場合には当社の業績及び財務状況に影

響を与える可能性があります。 

（人材の確保・育成について） 

 当社は、新規出店等に伴う人材の確保・育成については、採用を適時行うとともに、従業員教育の専門部署に

よる教育を行っております。しかしながら優秀な販売員の育成には時間がかかるため、店舗要員の確保の面にお

いて当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（個人情報の管理について） 

 当社においては、情報管理責任者を設置して情報管理を行っておりますが、何らかの予想外の原因により情報

が流出した場合には、当社に対する社会的信用を失うことになり、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能

性があります。 

（災害等の発生による影響について） 

 当社は、国内において店舗または事務所の施設を保有しており、これらの施設が災害や犯罪等の発生による被

害を受ける可能性があり、その程度によっては、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

 （情報システムの障害について） 

 当社は、店舗及び事務所においてＶＰＮ（バーチャル・プライベート・ネットワーク）を構築し、業務に利用

しておりますが、これらの施設のネットワーク障害や災害による機器の破損などの被害を被る可能性があり、そ

の程度によっては業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

（継続企業の前提に関する注記について） 

 「継続企業の前提に関する注記」において記載しておりますとおり、当社は、前事業年度において547百万円の

営業損失を計上し、また、当事業年度において659百万円の営業損失を計上いたしました。当該状況により、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  

  



  

 当社は、宝飾品等の小売販売及び卸売販売を行っております。 

 当社及び関係会社の事業系統図は次のとおりであります。  

 
（注）１．図の内容は平成22年３月31日現在の状況であります。 

   ２．前事業年度において連結子会社でありました株式会社サンジュエルは平成21年11月１日付で当社が吸収合併

いたしました。 

  

２．企業集団の状況



（１）会社の経営の基本方針 

  「ベリテ」とはフランス語で“誠実（まごころ）”を意味いたします。当社は「お客様に対していつも誠実で

ありたい」という思いをこの社名に込め、お客様に満足・信頼いただける商品やサービスの提供に取り組んでお

ります。当社は、創業以来お客様第一主義を基本として、宝飾品（ジュエリー）を通して美しさと夢と感動を演

出し、人の心に豊かさと楽しさを提供することを目指しております。 

   

（２）目標とする経営指標 

  当社は、中長期的な目標として売上高経常利益率５％超を目指しております。また、株主価値の観点から使用

資本利益率を重視して取り組んでおります。 

  

 （３）中長期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 当社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が継続しており、早期の営業黒字化を達成するこ

とが 重要課題となっております。 

 平成22年４月16日には臨時株主総会及び取締役会を開催し、平野和良氏を新社長に選任し、本日別途開示いたし

ました中期経営計画策定のお知らせに記載のとおり、新中期経営計画を策定し、計画の達成に向け取り組んでまい

ります。 

  中期経営計画の基本戦略 

 ① 営業戦略  

 ・ベリテブランドのリポジショニング 

  ・改装による設備投資効果の 大化  

  ・ダイヤモンド専門店化を目的とした新規出店   

 ② 商品戦略 

 ・グループ企業との垂直統合 

 ・店規模別・エリア別商品政策 

 ・在庫の選択と集中 

 ③ 人事戦略 

 ・適正な労働分配率による予算コントロール 

 ・人財育成によるプロフェッショナル集団の醸成 

 ・戦略性・柔軟性・機動性を兼ね備えた営業重視の組織の構築 

 上記基本戦略に基づき、中期経営計画の達成を図ってまいりますが、シフト管理の徹底により適正な労働分配率

による人件費コントロールを強化すること及び出店先との家賃引下げ交渉を継続的に行なうことにより、販売管理

費の削減を徹底し収益性の回復を図ってまいります。 

  

３．経営方針



４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,353 ※1  1,617

受取手形 299 158

売掛金 773 514

有価証券 153 －

商品 4,164 4,204

貯蔵品 40 31

前渡金 136 5

前払費用 24 21

未収入金 159 193

預け金 390 356

その他 101 2

貸倒引当金 △26 △49

流動資産合計 7,573 7,057

固定資産   

有形固定資産   

建物 285 273

減価償却累計額 △162 △181

建物（純額） 122 91

機械及び装置 0 0

減価償却累計額 △0 △0

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品 321 308

減価償却累計額 △179 △215

工具、器具及び備品（純額） 141 92

土地 98 98

建設仮勘定 0 －

有形固定資産合計 364 283

無形固定資産   

商標権 1 1

ソフトウエア 50 42

その他 27 0

無形固定資産合計 79 43

投資その他の資産   

投資有価証券 261 187

関係会社株式 73 －

出資金 2 2

長期前払費用 27 16

敷金・差入保証金 2,004 1,736

長期預金 337 264

その他 34 4

投資その他の資産合計 2,740 2,212

固定資産合計 3,184 2,538

資産合計 10,758 9,596



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,902 1,272

買掛金 346 331

短期借入金 － ※1  576

未払金 590 239

未払費用 149 149

未払法人税等 64 66

前受金 27 44

預り金 24 9

返品調整引当金 24 15

その他 0 －

流動負債合計 3,130 2,706

固定負債   

繰延税金負債 4 －

退職給付引当金 － 70

ポイント引当金 95 47

その他 51 26

固定負債合計 151 144

負債合計 3,281 2,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,772 3,772

資本剰余金   

資本準備金 4,421 3,521

その他資本剰余金 1 530

資本剰余金合計 4,423 4,052

利益剰余金   

利益準備金 269 －

その他利益剰余金   

別途積立金 3,800 －

繰越利益剰余金 △4,440 △740

利益剰余金合計 △370 △740

自己株式 △325 △326

株主資本合計 7,499 6,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22 △12

評価・換算差額等合計 △22 △12

純資産合計 7,476 6,745

負債純資産合計 10,758 9,596



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,495 9,243

売上原価   

商品期首たな卸高 4,038 4,164

当期商品仕入高 6,325 4,788

他勘定受入高 ※1  29 －

合計 10,393 8,953

他勘定振替高 ※2  273 ※2  46

商品期末たな卸高 4,164 4,204

商品売上原価 ※3  5,954 ※3  4,703

売上総利益 5,540 4,540

返品調整引当金戻入額 1 9

差引売上総利益 5,542 4,550

販売費及び一般管理費 ※4  6,089 ※4  5,210

営業損失（△） △547 △659

営業外収益   

受取利息 7 －

受取配当金 6 －

有価証券売却益 － 15

地金売却益 － 15

受取賃貸料 12 12

受取手数料 13 28

その他 19 23

営業外収益合計 59 95

営業外費用   

支払利息 － 6

手形売却損 － 5

たな卸資産処分損 － 5

為替差損 104 11

投資事業組合等投資損失 － 9

支払手数料 59 －

その他 44 10

営業外費用合計 209 48

経常損失（△） △697 △613

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 29

退職給付制度一部終了益 － 45

特別利益合計 － 74



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

店舗撤退損 － 40

投資有価証券売却損 243 16

退職特別加算金 375 －

たな卸資産評価損 188 －

事業撤退損 202 －

減損損失 － ※5  93

その他 178 0

特別損失合計 1,187 150

税引前当期純損失（△） △1,884 △689

法人税、住民税及び事業税 57 55

法人税等調整額 △6 △4

法人税等合計 50 51

当期純損失（△） △1,935 △740



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,772 3,772

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,772 3,772

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,421 4,421

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △900

当期変動額合計 － △900

当期末残高 4,421 3,521

その他資本剰余金   

前期末残高 1 1

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 900

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

－ △370

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 529

当期末残高 1 530

資本剰余金合計   

前期末残高 4,423 4,423

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

－ △370

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 △370

当期末残高 4,423 4,052

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 269 269

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △269

当期変動額合計 － △269

当期末残高 269 －



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,800 3,800

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △3,800

当期変動額合計 － △3,800

当期末残高 3,800 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,505 △4,440

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

－ 370

利益準備金の取崩 － 269

別途積立金の取崩 － 3,800

当期純損失（△） △1,935 △740

当期変動額合計 △1,935 3,699

当期末残高 △4,440 △740

利益剰余金合計   

前期末残高 1,564 △370

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

－ 370

利益準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △1,935 △740

当期変動額合計 △1,935 △369

当期末残高 △370 △740

自己株式   

前期末残高 △325 △325

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 △325 △326



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 9,434 7,499

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への
振替

－ －

当期純損失（△） △1,935 △740

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1,935 △740

当期末残高 7,499 6,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △57 △22

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 10

当期変動額合計 34 10

当期末残高 △22 △12

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △57 △22

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 10

当期変動額合計 34 10

当期末残高 △22 △12

純資産合計   

前期末残高 9,376 7,476

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振
替

－ －

当期純損失（△） △1,935 △740

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 10

当期変動額合計 △1,900 △730

当期末残高 7,476 6,745



（４）キャッシュ・フロー計算書 
（注）当事業年度より非連結決算となったため、当事業年度のみ記載しております。 

（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成21年４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  

税引前当期純損失（△） △689

減価償却費 102

減損損失 93

店舗撤退損 40

有価証券売却損益（△は益） △15

投資有価証券売却損益（△は益） 16

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △29

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70

ポイント引当金の増減額（△は減少） △48

売上債権の増減額（△は増加） 400

たな卸資産の増減額（△は増加） △30

仕入債務の増減額（△は減少） △644

その他 110

小計 △600

法人税等の支払額 △59

特別退職金の支払額 △354

その他 7

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,007

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 △3,472

定期預金の払戻による収入 2,552

有形固定資産の取得による支出 △35

無形固定資産の取得による支出 △15

保険積立金の解約による収入 18

投資有価証券の売却による収入 70

敷金・差入保証金の差入による支出 △65

敷金・差入保証金の回収による収入 323

貸付金の回収による収入 67

その他 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △547

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） 576

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 576

現金及び現金同等物に係る換算差額 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △946

現金及び現金同等物の期首残高 1,435

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

102

現金及び現金同等物の期末残高 ※  591



継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 当社は、前事業年度において営業利益を計上したもの

の、前々事業年度まで３期連続の営業損失を計上してお

り、また、当事業年度において547百万円の営業損失とな

りました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社は、当該事象を解消すべく、平成20年11月4日に公

表いたしました新中期事業計画に基づいて以下の項目を実

施することにより、収益構造を再構築し収益力の回復を図

ってまいります。 

①「Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄ」マーケットの確立 

 当社の親会社であるディジコ・ホールディングス・リミ

テッドを含むＤＩＧＩＣＯグループは、緻密を極めたダイ

ヤモンドのカッティング技術により生み出した 高級品質

のダイヤモンドを当社へ供給しており、同業他社と商品面

での差別化を図ることでお客様の認知度を高めること及び

百貨店への店舗展開を推進し、Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄ商

品のマーケットを開拓してまいります。 

②粗利益率の向上 

 ＤＩＧＩＣＯグループは、ＤＴＣ（ダイヤモンド・トレ

ーディング・カンパニー）からダイヤモンドの原石を購入

する権利を持つ原石研磨企業（サイトホルダー）であり、

その商品供給力と世界的なブランド力を活用することによ

り、当社の商品調達力の多様化及び仕入構造の見直しを行

なうことでマーチャンダイジング機能を強化し、粗利益率

の向上を行なってまいります。 

③経費削減 

 不採算店の整理を行い営業経費の削減を実施いたしま

す。また、人件費の効率的な配分として損益と連動した人

員配置を行うことにより店舗運営体制の効率化及び本社間

接経費の抜本的な見直しと費用対効果の測定を継続的に行

うことにより販売管理費の削減を実施いたします。 

  

 当事業年度におきましても、上記計画に従い不採算店舗

の撤退、人件費等の経費削減等を実施してまいりました

が、金融危機の深刻化による個人消費の低迷に伴う売上高

の減少に加え、新規商品投入に伴う既存在庫の処分セール

を継続的に実施したことにより売上総利益が減少した影響

が大きく大幅な計画未達となりました。 

 当社といたしましては、このような状況に対応すべく、

人件費の圧縮を主とする販売管理費の削減及び仕入構造の

見直しによる原価率の低減をより一層進めることにより上

記計画の実現を図ってまいります。 

 しかしながら、これらの対応策は関係者との協議を行い

ながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  なお、財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、上記のような継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を財務諸表には反映しておりません。 

 当社は、前事業年度において547百万円の営業損失を計

上し、また、当事業年度において659百万円の営業損失と

なりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、当社はダイヤモンド専門店化と

営業組織の強化を骨子とした新中期経営計画を策定し、計

画の達成に向け取り組むことで収益力の回復を図ってまい

ります。 

 新中期経営計画の骨子 

「VÉRITÉ Turnaround Plan 2010」 

 期間：３年（平成23年３月期～平成25年３月期） 

 ① 営業戦略 

・ベリテブランドのリポジショニング 

ダイヤモンドの生産から供給まで自社グループで

提供することの強みを生かし、ダイヤモンドの魅

力を提供することのできる『“ダイヤモンド”の

VÉRITÉ』ブランドのポジションを構築する。   

・改装による設備投資効果の 大化 

改装効果の高い大型店を先行して実施し、売上高

の 大化を図り、ＶＭＤの導入により在庫圧縮と

在庫効率の向上を図る。 

・ダイヤモンド専門店化を目的とした新規出店 

新業態開発により百貨店進出への取り組みを促進

する。  

② 商品戦略 

・グループ企業との垂直統合 

サイトホルダーであるＤＩＧＩＣＯグループの商

品供給力とブランド力を活用し、海外調達と新商

品開発により価格競争力を高めるとともに利益率

の向上を図る。 

・店規模別・エリア別商品政策 

トップライン重視型・効率改善重視型に店舗を切

り分け商品展開を実施する。 

・在庫の選択と集中 

商品カテゴリーごとに異なる戦略を実行し、適正

在庫と商品回転数アップを図る。 

③ 人事戦略 

・適正な労働分配率による予算コントロール 

シフト管理の徹底や本社のスリム化・効率化によ

り直間比率９：１を実現し、適正な水準の総額人

件費を配分する。  

・人財育成によるプロフェッショナル集団の醸成 

質の高い統一された接客スタイルを確立し、１人

当たりの生産性の向上を図る。 

・戦略性・柔軟性・機動性を兼ね備えた営業重視の組

織の構築 

シンプルな組織体制を構築し、経営判断のスピー

ドアップと責任と役割の明確化をする。  

   



  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   当社は、上記の基本戦略に基づき収益力の回復を図って

まいります。  

 しかしながら、これらの対応策の一部は関係者との協議

を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表

には反映しておりません。 



重要な会計方針

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（１）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

（１）子会社株式及び関連会社株式 

 ―――――――――――― 

  （２）その他有価証券 

①時価のあるもの 

（２）その他有価証券 

①時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております） 

同    左 

  

  ②時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

②時価のないもの 

      同     左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（１）商 品 

   主として個別法による原価法 

   （収益性の低下による簿価切下げ 

    の方法）  

（１）商 品 

同    左 

  （２）貯蔵品 

終仕入原価法 

（２）貯蔵品 

同    左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（１）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

建物        ３年～39年 

機械及び装置     ３年 

工具、器具及び備品 ３年～20年 

（１）有形固定資産 

同    左 

  （２）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法 

（２）無形固定資産 

同    左 

  （３）長期前払費用 

定額法 

（３）長期前払費用 

同    左 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

―――――――――――― 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円換算し、換算差額は損益

として処理しております。 



  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

（１）貸倒引当金 

同    左 

  （２）返品調整引当金 

売上済商品の期末日後の返品損失

に備えるため、過去の経験率に基

づき計上しております。 

（２）返品調整引当金 

同    左 

  （３）ポイント引当金 

ポイントカード制度により顧客に

付与したポイントの使用による費

用負担に備えるため、当事業年度

末において将来使用されると見込

まれる額を計上しております。 

（３）ポイント引当金 

       同    左 

  （４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

退職給付引当金または前払年金費

用を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法に

より費用処理をしております。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

（４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

退職給付引当金または前払年金費

用を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法に

より費用処理をしております。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号 

平成20年7月31日）を適用しており

ます。 

 なお、これによる営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失に与

える影響はありません。 



   

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

    （追加情報） 

 当事業年度において、当社の早

期退職優遇制度により大量退職者

が発生したため、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理（企

業会計基準適用指針第１号）」の

大量退職に該当すると判断し、退

職給付制度の一部終了に準ずる処

理を行い、退職給付制度一部終了

益として特別利益に45百万円を計

上しております。 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

―――――――――――― 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

（１）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

（１）消費税等の会計処理 

 同    左 

   （２）リース取引会計基準の改正適用初 

年度開始前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 （２）       同    左   

     



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（たな卸資産に関する会計基準） 

当事業年度より「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日公表分）を適用し、

評価基準については、主として個別法による原価法から主

として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。この変更に伴い、営業損

失及び経常損失は9百万円減少し、税引前当期純損失は179

百万円増加しております。 

  

（リース取引に関する会計基準）  

当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。な

お、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。この変更に伴う損益への影響はありません。  

              ――――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

＊１ 担保資産及び担保付債務 ＊１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金 50百万円 現金及び預金 百万円893

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

銀行保証 50百万円

（前払式証票発行に対するもの）  

  

  なお、現金及び預金843百万円については、当座借越

契約に基づいて担保提供しています。当該契約に基づ

く当事業年度の借入実行残高は以下の通りでありま

す。 

  

短期借入金 百万円576

上記債務のほか、前払式証票の供託金に対する

銀行保証50百万円が担保されています。 

当座借越限度額  百万円835

借入実行残高 百万円△576

差引額 百万円258

 ２  ──────────── 

  

 ２ 偶発債務 

   敷金及び保証金の流動化に伴う遡及義務  

                    百万円  36

 ３ 受取手形の割引高は、535百万円であります。     ３ 受取手形の割引高は、 百万円であります。    227



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

＊１ 他勘定受入高 ＊１ ────────────  

 株式会社ジュエリーシノンとの合併による商品の受

入高であります。 

  

＊２ 他勘定振替高の内訳 ＊２ 他勘定振替高の内訳 

販売費及び一般管理費 16百万円

営業外費用 15百万円

未収入金 53百万円

特別損失     188百万円

  

販売費及び一般管理費 百万円38

営業外費用 百万円7

＊３ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

  △9百万円   

＊３ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

  百万円  44

＊４ 販売費の割合はおおよそ84.1％であり、一般管理費

の割合はおおよそ15.9％です。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

＊４ 販売費の割合はおおよそ ％であり、一般管理費

の割合はおおよそ ％です。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

82.6

17.4

広告宣伝費 370百万円

給料・手当 2,079百万円

地代家賃 1,260百万円

減価償却費 119百万円

広告宣伝費 百万円346

給料・手当 百万円1,837

地代家賃 百万円1,072

退職給付費用 百万円306

減価償却費 百万円102

＊５   ────────────     ＊５ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。  

  

  

減損損失の金額 

  

 用途 種類 場所 
減損損失 

（百万円）

  

 店舗 

 資産 

・ 

 遊休 

資産等 

  

 建物附属設備 

 器具備品  

 長期前払費用 

 リース資産  

 電話加入権 

 東北地区   0

 関東地区   45

 中部地区   5

 近畿地区   13

 本社その他  27

   合計    93

 建物附属設備 26 百万円 

 器具備品 23 〃 

 長期前払費用 4 〃 

 リース資産 

 電話加入権 

10

27

〃 

〃 

    合計 93 〃 



前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

て店舗を基本単位としてグルーピングしております。

また、遊休資産については、それぞれの個別物件ごと

にグルーピングしております。 

  店舗については、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、または、取締役会

において退店の決議がなされたため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上いたしました。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しておりますが、売却可能性が見込めな

いため、零としております。   



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による減少でありま

す。  

３．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の自己株式の株式数の増加は、当社普通株式を対価とする取得

請求権の行使により自己株式として取得したことによるものです。 

４．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却によるものであ

ります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

   

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  （注）１，２  1,588  4  3  1,589

Ａ種優先株式  （注）３，４  －  250  250  －

Ｂ種優先株式  （注）３，４  －  125  125  －

Ｃ種優先株式  （注）３，４  －  125  125  －

合計  1,588  504  503  1,589

  
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

発行済株式                        

普通株式  24,654  －  －  24,654

合計  24,654  －  －  24,654

自己株式                        

普通株式（注）  1,589  6  －  1,596

合計  1,589  6  －  1,596



当社は、当事業年度より連結財務諸表の作成を行っていないため、「キャッシュ・フロー計算書関係」は当事業年

度のみを記載しております。   

  

  

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ＊ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目との関係（平成22年３月31日現在） 

  

現金及び預金勘定   百万円1,617

預入期間が３か月を越える定期預金及び担保に供している定期預金   百万円△1,026

現金及び現金同等物   百万円591

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 324円14銭

１株当たり当期純損失金額 84円65銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 円 銭292 55

１株当たり当期純損失金額 円 銭32 11

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純損失金額（△）（百万円）  △1,935  △740

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失金額（△）

（百万円） 
 △1,935  △740

普通株式の期中平均株式数（株）  22,861,425  23,061,417

             

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

Ａ種優先株式 

Ｂ種優先株式 

Ｃ種優先株式 

なお、平成20年４月16日をもって

取得請求権行使により普通株式を

発行したため、当事業年度末残高

はありません。 

  

平成15年４月24日定時株主総会決

議ストックオプション 

（新株予約権方式）  

なお、平成20年４月30日をもって

権利行使期間を終了したため、当

事業年度末現在では全て失効して

おります。 

  

──────────── 

  



該当事項はありません。 

 （開示の省略） 

 リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストックオプション等関

係、税効果会計関係、企業結合等関係、関連当事者情報に関する注記事項について、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（重要な後発事象）



「参考資料」 

 前連結会計年度に係る連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

５．その他

  
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 

 資産の部 

  流動資産     

   現金及び預金     1,427

   受取手形及び売掛金     1,073

   有価証券     153

   商品    4,164

   貯蔵品     40

   その他     812

   貸倒引当金     △26

   流動資産合計     7,646

  固定資産      

   有形固定資産     

    建物（純額）     122

    その他（純額）      241

    有形固定資産合計     364

   無形固定資産     79

   投資その他の資産     

    投資有価証券     261

    敷金・差入保証金     2,004

    その他     429

    投資その他の資産合計      2,695

   固定資産合計     3,139

  資産合計      10,786

 負債の部     

  流動負債     

   支払手形及び買掛金     2,248

   未払金     590

   返品調整引当金     24

   その他     266

   流動負債合計     3,130

  固定負債 

   ポイント引当金 95

   その他 55

   固定負債合計 151

  負債合計     3,282



（単位：百万円） 

  
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 

 純資産の部 

  株主資本     

   資本金     3,772

   資本剰余金 4,423

   利益剰余金 △342

   自己株式     △325

   株主資本合計     7,527

  評価・換算差額等      

   その他有価証券評価差額金     △22

   評価・換算差額等合計      △22

  純資産合計 7,504

 負債純資産合計  10,786



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）  

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

 売上高 11,519

 売上原価     5,951

 売上総利益     5,567

 販売費及び一般管理費     6,116

 営業損失（△）     △548

 営業外収益     

  受取利息      7

  受取配当金     6

  受取賃貸料     12

  受取手数料     13

  その他     18

  営業外収益合計     58

 営業外費用     

  為替差損     104

  支払手数料     59

  その他     39

  営業外費用合計     204

 経常損失（△）     △694

 特別損失     

  投資有価証券売却損     243

  退職特別加算金     375

  たな卸資産評価損     190

  事業撤退損     202

  その他     178

  特別損失合計     1,189

 税金等調整前当期純損失（△）     △1,883

 法人税、住民税及び事業税     58

 法人税等調整額     △6

 法人税等合計     51

 少数株主損失（△）      △0

 当期純損失（△）     △1,935



  

（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

 株主資本 

  資本金     

   前期末残高     3,772

   当期変動額     

    当期変動額合計    －

   当期末残高     3,772

  資本剰余金     

   前期末残高     4,423

   当期変動額     

    自己株式の処分     △0

    当期変動額合計     △0

   当期末残高     4,423

  利益剰余金 

   前期末残高     1,592

   当期変動額     

    当期純損失（△）     △1,935

    当期変動額合計     △1,935

   当期末残高     △342

  自己株式     

   前期末残高     △325

   当期変動額     

    自己株式の取得     △0

    自己株式の処分     0

    当期変動額合計     0

   当期末残高     △325

  株主資本合計     

   前期末残高     9,462

   当期変動額     

    当期純損失（△）     △1,935

    自己株式の取得     △0

    自己株式の処分     0

    当期変動額の合計     △1,935

   当期末残高     7,527



（単位：百万円） 

  

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金     

   前期末残高     △57

   当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）     34

    当期変動額合計     34

   当期末残高     △22

  評価・換算差額等合計     

   前期末残高     △57

   当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）     34

    当期変動額合計     34

   当期末残高     △22

 少数株主持分      

  前期末残高     6

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）     △6

   当期変動額合計     △6

  当期末残高     －

 純資産合計     

  前期末残高     9,411

  当期変動額     

   当期純損失（△）     △1,935

   自己株式の取得     △0

   自己株式の処分     0

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）     28

   当期変動額合計     △1,907

  当期末残高     7,504



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円） 

  

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税金等調整前当期純損失（△）   △1,883

 減価償却費   121

 賞与引当金の増減額（△は減少）  △185

 事業撤退損失   202

 投資有価証券売却損益（△は益）  243

 退職特別加算金  375

 為替差損益（△は益）  104

 支払手数料   59

 売上債権の増減額（△は増加）   288

 たな卸資産の増減額（△は増加）   △103

 仕入債務の増減額（△は減少）   △587

 その他   △113

 小計   △1,478

 支払手数料の支払額  △55

 法人税等の支払額   △29

 事業撤退に伴う支出   △102

 その他   3

 営業活動によるキャッシュ・フロー   △1,662

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   △864

 定期預金の払戻による収入   1,094

 有形固定資産の取得による支出   △203

 投資有価証券の売却による収入   275

 敷金・差入保証金の差入による支出  △87

 敷金・差入保証金の回収による収入   600

 貸付けによる支出   △1,024

 貸付金の回収による収入  949

 その他   18

 投資活動によるキャッシュ・フロー   758

財務活動によるキャッシュ・フロー    

 その他   △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー    △0

現金及び現金同等物に係る換算差額    △96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    △1,000

現金及び現金同等物の期首残高   2,489

現金及び現金同等物の期末残高   1,489
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