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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） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 7,051 △11.2 △661 ― △698 ― △841 ―

21年3月期 7,942 △6.9 56 △9.8 34 △32.4 42 62.3

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 △190.17 ― △25.7 △7.9 △9.4

21年3月期 9.67 ― 1.1 0.4 0.7

（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 8,156 2,836 34.8 641.12
21年3月期 9,478 3,721 39.3 841.25

（参考） 自己資本   22年3月期  2,839百万円 21年3月期  3,721百万円

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 465 26 △281 641
21年3月期 577 69 △520 430

2.  配当の状況 

 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00 44 103.4 1.2
22年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00 22 ― 0.7

23年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 31.4

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）

 

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

3,416 △9.8 84 △0.5 74 33.7 74 96.0 16.90

通期 6,669 △5.4 164 ― 144 ― 140 ― 31.84
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は16ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(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、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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3月期 4,478,560株 21年3月期 4,478,560株

② 期末自己株式数 22年3月期  54,231株 21年3月期  54,229株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的あると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用あたっての注意事項等については、3
ページ「1.経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、中国などの新興国の経済成長を背景に輸出企業の業績が大幅に改善

するなど、わずかながら景気回復の様子も見えます。しかしながら、雇用・所得環境についてはいまだに

厳しい状況は続いており、本格的な景気回復には至っておりません。 

宝飾業界におきましては、一部に業績を回復した企業も見られるものの、ジュエリーに対する消費マイ

ンドは低迷したままであり、総じて厳しい経営環境は続いております。 

このような状況にあって、当社は効率化経営の推進に努め、売上の拡大を求めず収益の確保に全力を挙

げてまいりました。しかしながら、デフレ傾向が続く消費行動はジュエリーにも波及し、当社の販売単価

も大きく下落してしまいました。この傾向は、中高級品の販売を主力とする当社にとって大きな逆風とな

りました。こうした消費者動向の急激な変化に対応するため、当社の商品構成を戦略的に見直し、原価引

き下げにより商品回転率を向上させて早期に売れ筋商品への切り替えを促進することにより、来期以降の

抜本的な利益改善につなげて参りたいとの考えから、たな卸資産の評価基準に基づいた簿価切下げや、簿

価を下回る商品の販売による思い切った在庫削減を実施いたしました。また、債権の回収可能性を精査し

新たに貸倒引当金を計上いたしました。これらの処理により繰延税金資産を全額取り崩すこととなり、平

成22年５月10日発表の「業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩し並びに配当予想の修正に関するお知ら

せ」の通り、業績は当初の見込みを大きく下回る結果となってしまいました。 
その結果､売上高は 7,051 百万円(前年同期比 11.2％減)､経常損失は 698 百万円（前年同期は経常利益

34 百万円）、当期純損失は 841 百万円（前年同期は当期純利益は 42 百万円）となりました。これによ

り、当初予定していた期末配当５円につきましては、無配とさせて頂く予定でございます。 

品目別の状況は次のとおりであります。 

 

品目別売上高明細表 

前事業年度 当事業年度 

 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日)

増減金額 

品目 
金 額 

（千円） 

構成比

(％) 

金 額 

（千円） 

構成比

(％) 

金 額 

（千円） 

対前期比

(％) 

ファッションジュエリー 987,185 12.4 901,022 12.8 △86,163 91.3

ダイヤモンドジュエリー 2,939,058 37.0 2,797,703 39.7 △141,355 95.2

カラーストーンジュエリー 1,090,748 13.7 832,352 11.8 △258,395 76.3

パールジュエリー 775,346 9.8 570,241 8.1 △205,105 73.5

デザイナーズジュエリー 1,680,114 21.2 1,491,212 21.1 △188,901 88.8

インポートジュエリー 196,899 2.5 191,379 2.7 △5,519 97.2

その他 272,655 3.4 267,794 3.8 △4,861 98.2

合計 7,942,008 100.0 7,051,705 100.0 △890,303 88.8 

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、景気はゆるやかな回復基調にあるものと見られておりますが、ジュエ

リーに対する個人消費マインドは依然として厳しく、低価格志向の状況は続くものと思われます。 

このような情勢から当社の経営環境もさらに厳しいものが予想され、売上高の低下は避けられないも

のと考えておりますが、当期末に実施した商品原価切り下げにより、商品在庫回転率を向上させ、売れ

筋商品への切り替えをスピード感をもって実施して参ります。これらの在庫商品が新しい商品に切り替

わる前の上半期においては苦戦が予想されますが、下半期おいては徐々にその効果は出てくるものと考

えております。 

これにより、売上高については 6,669 百万円（前年同期比 5.4％減）と予想しております。利益面につ

きましては、経常利益 144 百円(前年同期は経常損失 698 百万円)、当期純利益 140 百万円(前年同期は当

期純損失 841 百万円)となる見込みであります。また次期株主配当金につきましては、中間配当を１株に

つき５円、年間配当を 1株につき 10 円を予定しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比べ 1,322 百万円減少し 8,156 百万円となりました。主な

変動内訳は、現金及び預金の増加 206 百万円、商品の減少 1,319 百万円、繰延税金資産の減少 144 百万

円等であります。 

また、負債合計は前事業年度末と比べ 436 百万円減少して 5,319 百万円となりました。主な変動内訳

は、社債の増加 200 百万円、短期借入金の減少 467 百万円、長期未払金の減少 179 百万円等でありま

す。 

純資産合計は、前事業年度末に比べて、885百万円減少して2,836百万円となりました。主な要因は当 

期純損失841百万円によるものです。 

これらの結果、自己資本比率は 34.8％となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という｡)は、前事業年度末と比べ 210 百万円

増加し 641 百万円(前期比 49.0％増)となりました｡ 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果､資金は 465 百万円の増加(前年同期は 577 百万円の増加)となりました｡主な変動内訳

は、棚卸資産の減少(1,319 百万円) 、税引前当期純損失(696 百万円) 、長期未払金の減少(179 百万円)

等であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は 26 百万円の増加(前年同期は 69 百万円の増加）となりました。主な変動内訳

は、定期預金の払戻による収入(70 百万円) 、貸付金の回収による収入(15 百万円)、定期預金の預入に

よる支出(66 百万円)等であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は 281 百万円の減少（前年同期は 520 百万円の減少）となりました。主な変動

内訳は、短期借入による収入(2,905 百万円)、社債発行による収入(292 百万円)、短期借入金の返済によ

る支出(3,373 百万円)等であります。 

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月  

自己資本比率（％）   38.0   36.9 39.3 34.8

時価ベースの自己資本比率(％) 24.3 18.4 8.0 11.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 10.1 6.8 8.5 10.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 7.2 6.2 4.9 4.6

 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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれの指標も単独ベースの財務数値により算出しております。 

(注２) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出してお

ります。 

(注３) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

(注４) 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払っている全ての負債を対象

としております。 

(注５) 利払いはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 
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(3) 利益配当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 優先課題と認識しております。今後の経営環境および業績等を勘案し

つつ株主還元を重視し、継続的な安定配当を行うことを基本といたしております。適切な内部留保を確保

した上で、株主に対する積極的な利益還元に努めて参ります。 
しかしながら当期におきましては大きな損失となりましたので期末配当を無配とさせていただき、当期

の年間配当は１株につき５円(中間５円のみ)とさせていただきます。次期につきましては、通期で１株に

つき 10 円(中間５円、期末５円)の配当を予定しております。 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、財務状況に影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあります。 

なお、以下の項目には、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末現在におい

て判断したものであります。 

 

① 財政状態 

ジュエリーの販売は、商品価格が高額なために相応な資金を必要とします。当社は、有利子負債の削

減、現金仕入等により支払金利の低減を図っておりますが今後の金利水準が大きく高騰するような事態

になれば、大きく収益力を圧迫する要因となる可能性があります。 

 

② 売上状況 

当社は、売上高の伸長よりも収益力の強化という方針で今後の事業展開を推進しております。ジュエ

リー市場は 盛期に比較すると市場規模が大きく縮小しているといわれており、少ないパイを奪い合 

う状況となっております。不要不急の嗜好品であるジュエリーは特に景気動向の影響を受けやすく、経

済動向の悪化は売上高を悪化させる大きな要因となる可能 性があります。 

 

③ 仕入状況 

ジュエリーの原材料は、貴金属、宝石などの多くを海外からの輸入に依存しております。貴金属や宝

石の急激な価格変動は、原材料が高騰すれば製品価格の上昇となって消費の冷え込みを招き、価格が 

下落すれば在庫商品の価値の下落となって収益性を圧迫する要因となる可能性があります。 

 

④ 経費の状況 

当社は、収益力強化という方針に基づき、催事・展示会販売を営業の主力と位置づけております。そ

のために、商品以外の付加価値を高め集客力向上を図る販売経費の出費はさけられません。また、商品

力を高めるための人件費を含めた商品開発コストもかかります。これは先行投資となるために必ずしも

十分な効果を得られず損失となる可能性があります。 

 

⑤ 外的要因 

当社は、九州から北海道までの各地において数多くの催事・展示会販売を営業の主力としておりま

す。営業部員の出張も多く商品の移動も頻繁であります。 

その際、事故や犯罪被害等が発生した場合、損害保険、動産保険等の各種保険を付保することにより

人的物的損害に備えておりますが、営業力を大きく損なう可能性があります。 

また、予期せぬ偶発的係争に巻き込まれることにより損失を被る可能性があります。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 
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２．企業集団の状況 

 近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 
ジュエリーを通じてお客様に“夢”と“感動”を・・・というスローガンのもとに、卸売業であります

が常に 終ユーザーの顧客満足度を重視するという経営方針であります。そのために、社員一人一人が

「お客様専属のジュエリーコーディネーター」「専属ジュエリーデザイナー」との認識をもち、単に物を

売るのではなく、お客様はじめ株主、経営者、従業員、得意先、仕入先、地域社会等の当社に関わるステ

ークホルダーすべてが“夢”と“感動”をもてるような企業活動を心がけて参ります。そのために、常に

オリジナリティを重視したオンリーワンの商品開発により、お取引先様、仕入先様との連携を深め、ジュ

エリーを通じて心豊かな社会の発展に貢献したいと考えております。 
 

(2) 目標とする経営指標 

効率化を推進し収益力の強化を図って、営業利益 150 百万円以上を確保することが目標であります。 
 

(3) 中長期的な経営戦略 

当社は、量より質を重視する経営の効率化に取り組んでおります。すなわち、売上高の伸長よりも収益

力の向上を重点においた施策であります。そのために販売戦略の中核となる「展示会販売」においては収

益性を重視した取り組みを強化して参ります。特に当社主催の「自社催事」を強化いたします。また、商

品開発においても商品のクオリティを高め、当社の得意とする中高級品のみならず、 近の消費者動向の

変化に対応した売れ筋商品の品揃えの拡充を推し進めていく所存であります。従来からのオリジナリティ

を重視した商品造りの方針は堅持しつつ、顧客の低価格志向にも対応できるリーズナブルで付加価値の高

い商品作りにも注力していく方針であります。さらに、在庫の効率的運用と商品の鮮度管理を強化する一

方で、経費についてもコスト管理を徹底的に推進していきます。 
 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社は中長期の経営戦略に基づき、売れ筋商品の品揃えの充実、利益率の向上、自社主催催事の強化、

有利子負債の圧縮、新規得意先の開拓等により収益力の向上に取り組んで参ります。また、コストや数量

を厳正に見直した仕入、販売経費の効率的な使い方、人材の適正配置、各種経費の圧縮等、聖域を設けず

全般的な見直しを行ってまいります。 

また、より透明性の高い経営体制を確立してコーポレート・ガバナンスの強化に努めて参ります。 
 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

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 504,395 710,777

受取手形 902,517 920,681

売掛金 1,198,709 ※1, ※3  1,271,710

商品 4,212,706 ※1  2,893,410

前渡金 5,462 8,437

前払費用 31,778 27,418

未収還付法人税等 － 5,124

繰延税金資産 43,546 －

短期貸付金 63,392 －

その他 34,741 52,622

貸倒引当金 △56,756 △134,667

流動資産合計 6,940,492 5,755,513

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  150,636 ※1  150,665

減価償却累計額 △13,927 △19,596

建物（純額） 136,709 131,068

車両運搬具 46,347 45,839

減価償却累計額 △36,371 △37,911

車両運搬具（純額） 9,975 7,927

工具、器具及び備品 14,264 11,756

減価償却累計額 △11,123 △10,290

工具、器具及び備品（純額） 3,141 1,466

土地 ※1  260,734 ※1  260,734

有形固定資産合計 410,560 401,197

無形固定資産   

ソフトウエア 20,833 10,833

電話加入権 1,719 1,719

商標権 2,850 2,428

無形固定資産合計 25,402 14,981

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  66,887 ※1  72,063

関係会社株式 70,190 70,190

出資金 9,431 8,983

長期貸付金 46,060 80,000

従業員に対する長期貸付金 6,041 19,536

破産更生債権等 128,799 67,488

長期前払費用 791 691
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(単位：千円)

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) 

繰延税金資産 100,725 －

投資不動産 ※1  1,840,242 ※1  1,840,358

減価償却累計額 △96,521 △121,159

投資不動産（純額） 1,743,721 1,719,198

その他 51,748 40,182

貸倒引当金 △122,385 △93,860

投資その他の資産合計 2,102,011 1,984,474

固定資産合計 2,537,975 2,400,653

資産合計 9,478,468 8,156,166

負債の部   

流動負債   

買掛金 313,206 319,396

1年内償還予定の社債 80,000 ※1  70,000

短期借入金 ※1, ※2  3,333,000 ※1, ※2  2,865,400

1年内返済予定の長期借入金 ※1  194,584 ※1  247,244

未払金 50,315 62,241

未払費用 38,980 32,338

未払法人税等 14,852 1,890

未払消費税等 23,974 7,737

前受金 434 102

預り金 11,194 8,110

前受収益 10,965 11,103

返品調整引当金 5,102 2,491

訴訟損失引当金 － 11,074

その他 2,778 －

流動負債合計 4,079,389 3,639,129

固定負債   

社債 10,000 ※1  210,000

長期借入金 ※1  1,282,398 ※1  1,278,486

関係会社長期借入金 19,500 19,500

退職給付引当金 55,245 49,161

長期預り保証金 44,822 37,353

長期未払金 265,150 86,000

固定負債合計 1,677,115 1,680,501

負債合計 5,756,504 5,319,630
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 636,606 636,606

資本剰余金   

資本準備金 504,033 504,033

資本剰余金合計 504,033 504,033

利益剰余金   

利益準備金 83,280 83,280

その他利益剰余金   

別途積立金 2,400,000 2,400,000

繰越利益剰余金 132,726 △752,874

その他利益剰余金合計 2,532,726 1,647,125

利益剰余金合計 2,616,007 1,730,405

自己株式 △27,098 △27,098

株主資本合計 3,729,548 2,843,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,584 △7,410

評価・換算差額等合計 △7,584 △7,410

純資産合計 3,721,964 2,836,536

負債純資産合計 9,478,468 8,156,166
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

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 7,942,008 7,051,705

売上原価   

商品期首たな卸高 4,351,350 4,212,706

当期商品仕入高 5,894,160 4,957,406

合計 10,245,511 9,170,112

他勘定振替高 ※2  1,017 ※2  3,391

商品期末たな卸高 4,212,706 2,893,410

売上原価合計 6,031,787 ※1  6,273,311

売上総利益 1,910,221 778,394

返品調整引当金戻入額 7,763 5,102

返品調整引当金繰入額 5,102 2,491

差引売上総利益 1,912,882 781,005

販売費及び一般管理費   

販売促進費 ※2  501,121 ※2  374,513

旅費及び交通費 202,094 156,414

役員報酬 74,700 50,845

従業員給料 501,888 402,747

従業員賞与 49,308 30,514

法定福利費 82,314 62,811

退職給付費用 38,117 32,550

事業税 5,980 2,338

減価償却費 12,885 10,588

貸倒引当金繰入額 101,071 83,791

その他 286,812 235,220

販売費及び一般管理費合計 1,856,294 1,442,335

営業利益又は営業損失（△） 56,587 △661,330

営業外収益   

受取利息 10,108 4,857

受取配当金 965 1,918

投資不動産賃貸料 180,432 163,616

為替差益 3,082 3,484

その他 12,903 11,707

営業外収益合計 207,492 185,583
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(単位：千円)

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) 

営業外費用   

支払利息 116,787 99,991

社債利息 1,181 1,747

コミットメントフィー 20,537 17,762

社債発行費 － 7,826

売上割引 10,533 6,193

不動産賃貸原価 80,622 73,060

手形売却損 50 －

その他 ※2  111 ※2  16,007

営業外費用合計 229,825 222,589

経常利益又は経常損失（△） 34,254 △698,335

特別利益   

投資有価証券売却益 － 504

受取保険金 28,912 －

保険解約返戻金 － 469

長期未払金戻入額 － 24,275

特別利益合計 28,912 25,248

特別損失   

固定資産除却損 ※3  9,364 ※3  437

固定資産売却損 ※4  43 －

投資有価証券評価損 4,097 2,512

保険解約損 4,871 －

訴訟和解金 － 9,500

訴訟損失引当金繰入額 － 11,074

会員権売却損 － 170

特別損失合計 18,377 23,694

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 44,790 △696,780

法人税、住民税及び事業税 12,093 3,778

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△25,806 1,731

法人税等調整額 15,733 139,068

法人税等合計 2,020 144,577

当期純利益又は当期純損失（△） 42,769 △841,358
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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 636,606 636,606

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 636,606 636,606

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 504,033 504,033

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 504,033 504,033

資本剰余金合計   

前期末残高 504,033 504,033

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 504,033 504,033

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 83,280 83,280

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 83,280 83,280

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,400,000 2,400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,400,000 2,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 134,200 132,726

当期変動額   

剰余金の配当 △44,243 △44,243

当期純利益 42,769 △841,358

当期変動額合計 △1,473 △885,601

当期末残高 132,726 △752,874

利益剰余金合計   

前期末残高 2,617,480 2,616,007

当期変動額   

剰余金の配当 △44,243 △44,243

当期純利益 42,769 △841,358

当期変動額合計 △1,473 △885,601

当期末残高 2,616,007 1,730,405
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(単位：千円)

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) 

自己株式   

前期末残高 △27,098 △27,098

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △27,098 △27,098

株主資本合計   

前期末残高 3,731,022 3,729,548

当期変動額   

剰余金の配当 △44,243 △44,243

当期純利益 42,769 △841,358

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 △1,473 △885,602

当期末残高 3,729,548 2,843,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,074 △7,584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,510 174

当期変動額合計 △4,510 174

当期末残高 △7,584 △7,410

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,979 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,979 －

当期変動額合計 2,979 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,053 △7,584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,530 174

当期変動額合計 △1,530 174

当期末残高 △7,584 △7,410

純資産合計   

前期末残高 3,724,968 3,721,964

当期変動額   

剰余金の配当 △44,243 △44,243

当期純利益 42,769 △841,358

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,530 174

当期変動額合計 △3,004 △885,427

当期末残高 3,721,964 2,836,536
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 44,790 △696,780

減価償却費 49,470 45,604

投資有価証券評価損益（△は益） 4,097 2,512

固定資産売却損益（△は益） 43 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 98,437 49,387

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,231 △6,084

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 11,074

受取利息及び受取配当金 △11,074 △6,775

支払利息 117,969 101,738

売上債権の増減額（△は増加） 297,354 △60,902

たな卸資産の増減額（△は増加） 138,644 1,319,296

未収消費税等の増減額（△は増加） 27,482 －

仕入債務の増減額（△は減少） △47,630 6,190

未払金の増減額（△は減少） △24,426 12,468

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,297 △16,237

未払費用の増減額（△は減少） △17,085 △5,411

預り金の増減額（△は減少） △2,231 △3,084

長期未払金の増減額（△は減少） － △179,150

その他 △55,986 9,393

小計 655,384 583,239

利息及び配当金の受取額 10,936 6,313

利息の支払額 △117,597 △101,513

法人税等の支払額 △1,022 △22,697

法人税等の還付額 29,649 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 577,350 465,342

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 △52,000 △66,000

定期預金の払戻による収入 71,335 70,528

有形固定資産の取得による支出 △7,262 △1,683

有形固定資産の売却による収入 42 50

無形固定資産の取得による支出 △3,000 －

投資不動産の取得による支出 △10,138 △144

投資有価証券の売却による収入 － 6,544

投資有価証券の取得による支出 △8,831 △8,350

子会社株式の取得による支出 △50,190 －

貸付けによる支出 △155,582 －

貸付金の回収による収入 220,036 15,850

その他 65,024 10,142

投資活動によるキャッシュ・フロー 69,433 26,937
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(単位：千円)

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,333,000 2,905,400

短期借入金の返済による支出 △3,630,000 △3,373,000

長期借入れによる収入 100,000 260,000

長期借入金の返済による支出 △211,224 △211,252

社債の発行による収入 － 292,173

社債の償還による支出 △68,000 △110,000

配当金の支払額 △43,981 △44,786

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △520,205 △281,465

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,579 210,814

現金及び現金同等物の期首残高 304,008 430,587

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  430,587 ※1  641,401
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(5) 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） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

   

 

(6) 重要な会計方針 

 

前事業年度 当事業年度 

項    目 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(1) 満期保有目的の債券 
    原価法 
(2) 子会社株式 
    移動平均法による原価法 
(3) その他有価証券 
    時価のあるもの  

･･･ 期末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） 

(1) 満期保有目的の債券 
    同左 
(2) 子会社株式 
    同左 
(3) その他有価証券 
    時価のあるもの  

･･･ 同左 
     
 

 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

    時価のないもの  
･･･ 移動平均法による原価法 

    時価のないもの  
･･･ 同左 
 

２．デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評価

方法 

 

時価法 ――――――――――― 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっております。 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

同左 

(1) 地金商品 

移動平均法 

(2) 小粒ダイヤモンド商品 

移動平均法 

(3) 上記以外の商品 

個別法 

(1) 地金商品 

同左 

(2) 小粒ダイヤモンド商品 

同左 

(3) 上記以外の商品 

同左 

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

 

(会計方針の変更） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として個別法による原

価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、主として個

別法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

――――――――――― 
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前事業年度 当事業年度 

項    目 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(1) 有形固定資産及び投資不動産 

定率法 

(1) 有形固定資産及び投資不動産 

同左 

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建

物(建物附属設備は除く)については、定額法

によっております。 

なお、主な有形固定資産及び投資不動産の

耐用年数は以下のとおりであります。 

 

４．固定資産の減価償却の

方法 

 

建   物 ･････ 32～34 年 

投資不動産 ･････ ４～50 年 

 

(2) 無形固定資産  

定額法 

自社利用のソフトウェア 

･･･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 

５．繰延資産の処理方法 

 

――――――――――― 社債発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回

収不能見込額を計上しております。 

①一般債権 

貸倒実績率法によっております｡ 

②貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております｡ 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

(2) 返品調整引当金 

 返品による損失に備えるため、過去におけ

る返品実績を基準とする返品予測高に対する

売買利益相当額を計上しております。 

(2) 返品調整引当金 

同左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員に対する退職金の支給に備えるた

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計上しております｡

なお、会計基準変更時差異（31,362 千円）

については、15 年による按分額を計上してお

ります｡ 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

６．引当金の計上基準 

―――――――――― (4) 訴訟損失引当金 

係争中の訴訟に係る損失に備えるため、そ

の経過等の状況に基づく損失負担見込額を計

上しております。 
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前事業年度 当事業年度 

項    目 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

７．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

相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております｡ 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジを採用しております。 
なお、先物為替予約取引について振当処

理の要件を満たしている場合は振当処理を

採用しております。 

―――――――――― ８．ヘッジ会計の方法 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

先物為替予約取引 

 (ヘッジ対象) 

外貨建金銭債務等 

 

 (3) ヘッジ方針 

輸入取引に伴って生じる外貨建債務の為

替リスクをヘッジするため先物為替予約取

引（主に包括ヘッジ）を行っております。 
なお、投機目的のデリバティブ取引は行

わない方針であります。 

 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法等 

先物為替予約取引については、取引の実

行及び管理を社内規程に基づき経理部が行

っており、経理部長は毎月度社長に対し、

先物為替予約及び外貨建債務に関する財務

報告を行っております。 

 

９．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 
手許現金、要求払預金及び取得日から３か

月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資

からなっております｡ 

同左 

１０．その他財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(2) 企業会計基準第 13 号「リース取引に関す

る会計基準」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。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(2) 企業会計基準第 13 号「リース取引に関す

る会計基準」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。 
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(7) 財務諸表に関する注記事項 

 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） （平成 22 年３月 31 日） 

※１．担保に供されている資産及びこれに対応する債務 ※１．担保に供されている資産及びこれに対応する債務 

(1) 担保に供されている資産 (1) 担保に供されている資産 

建物 136,709 千円 

土地 260,734 千円 

投資不動産 1,687,324 千円 

計 2,084,767 千円  

商品 2,086,564 千円 

建物 131,068 千円 

土地 260,734 千円 

投資不動産 1,663,926 千円 

計 4,142,294 千円  

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 

長期借入金 1,367,672 千円 (注 1) 

短期借入金 442,328 千円  

計 1,810,000 千円 

  

(注 1) １年以内返済予定の長期借入金 118,554 千円

を含んでおります。 

上記の他に、取引決済保証金として、投資有価証券 400 千
円を差し入れております。 

社債 89,890 千円 (注 1) 

長期借入金 1,249,118 千円 (注 2) 

短期借入金 2,165,400 千円  

計 3,504,408 千円 

  

(注 1) １年以内償還予定の社債 70,000 千円を含ん

でおります。 

(注 2) １年以内返済予定の長期借入金 144,544 千円

を含んでおります。 

上記の他に、取引決済保証金として、投資有価証券 400 千
円を差し入れております。 

※２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引４金融機関と当座貸越契約及びコミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当期

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

※２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引５金融機関と当座貸越契約及びコミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当期

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
2,350,000 千円

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
2,430,000 千円

 借り入れ実行残高 1,363,000 千円 借り入れ実行残高 1,895,400 千円

 差引額 987,000 千円

 

 

差引額 534,600 千円

 

―――――――――― ※３．関係会社に対する資産 

区分掲載されたもの以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 

売掛金 136,052 千円 
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 （損益計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

―――――――――― 
※１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下

による簿価の切下額は次のとおりであります。 

売上原価 188,725 千円 

※２．他勘定への振替高の内訳は、以下のとおりでありま

す。 

販売費及び一般管理費 

「販売促進費」 850 千円

営業外費用 

「その他」  167 千円 

※２．他勘定への振替高の内訳は、以下のとおりでありま

す。 

販売費及び一般管理費 

「販売促進費」 1,069 千円

営業外費用 

「その他」  2,321 千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物   1,849 千円

工具、器具及び備品 119 千円

投資不動産 7,395 千円

計 9,364 千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

車両運搬具  89 千円

工具、器具及び備品 348 千円

計 437 千円 

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

車両運搬具 43 千円 

――――――――――――― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,478,560 － － 4,478,560

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 54,229 － － 54,229

 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 22,121 5 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月17日 
取締役会 

普通株式 22,121 5 平成20年９月30日 平成20年12月９日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 
株式の 
種類 

配当の 
原資 

配当金の総額 
(千円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成21年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 22,121 5 平成21年３月31日 平成21年６月26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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,478,560 － － 4,478,560

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 54,229 2 － 54,231

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りです。 

単元未満株式の買取りによる増加 2 株 
 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成21年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 22,121 5 平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年11月16日 
取締役会 

普通株式 22,121 5 平成21年９月30日 平成21年12月８日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

該当事項はありません。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

（平成 21 年３月 31 日現在） （平成 22 年３月 31 日現在） 

 現金及び預金勘定 504,395 千円   現金及び預金勘定 710,777 千円  

 定 期 預 金 △73,807 千円   定 期 預 金 △69,375 千円  

 現金及び現金同等物 430,587 千円   現金及び現金同等物 641,401 千円  
  

 

 

（持分法投資損益等） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 関連会社が存在しないため、記載しておりません。 
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（税効果会計） 

前事業年度 当事業年度 

（平成 21 年３月３１日） （平成 22 年３月３１日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

会員権評価損 4,444 千円 

未払事業税 1,739  

商品評価損 37,457  

投資有価証券評価損 3,168  

返品調整引当金 2,076  

退職給付引当金 22,479  

長期未払金 107,889  

貸倒引当金  45,779  

減損損失 146  

その他 7,477  

評価性引当金 △88,386  

繰延税金資産合計 144,271  
 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

会員権評価損 2,848 千円 

商品評価損 5,575  

投資有価証券評価損 3,214  

返品調整引当金 1,013  

退職給付引当金 20,003  

訴訟損失引当金 4,506  

長期未払金 34,993  

貸倒引当金  69,472  

繰越欠損金 365,329  

その他 5,364  

評価性引当金 △512,320  

繰延税金資産合計 ―  
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7 ％

（調 整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 15.6  

更正の請求による繰越欠損金の差異 29.4  

更正の請求による商品評価損の差異 19.3  

過年度法人税に含まれる事業税還付 4.6  

住民税均等割等 8.4  

評価性引当金の増減 △55.6  

過年度法人税 △57.6  

その他 △0.3  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.5
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7 ％

（調 整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.4  

住民税均等割等 △0.5  

評価性引当金の増減 △60.5  

過年度法人税 △0.2  

その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △20.7
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（退職給付） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と確

定給付企業年金制度を併用しております。 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

 

２．未積立退職給付債務に関する事項 

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

退職給付債務 △140,593 千円

年金資産 72,802 千円

未積立退職給付債務 △67,790 千円 

２．未積立退職給付債務に関する事項 

(平成 22 年 3 月 31 日現在)

退職給付債務 △124,181 千円

年金資産 64,566 千円

未積立退職給付債務 △59,615 千円 

３．退職給付費用に関する事項 

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

当期に生じたと認められる額 36,026 千円

会計基準変更時差異の 
費用処理額 

2,090 千円

退職給付費用 38,117 千円

  

３．退職給付費用に関する事項 

(平成 22 年 3 月 31 日現在)

当期に生じたと認められる額 30,459 千円

会計基準変更時差異の 
費用処理額 

2,090 千円

退職給付費用 32,550 千円

  

４．退職給付債務等の計算の基準に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 15 年

未積立退職給付債務 △67,790 千円

会計基準変更時差異の未処理額 12,545 千円

退職給付引当金 △55,245 千円 

４．退職給付債務等の計算の基準に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 15 年

未積立退職給付債務 △59,615 千円

会計基準変更時差異の未処理額 10,454 千円

退職給付引当金 △49,161 千円 

 

 

（ストック・オプション等） 

 前事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等） 

 前事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 841.25 円

１株当たり当期純利益 9.67 円

 

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 641.12 円

１株当たり当期純損失 190.17 円

 

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が計上されており、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

 
(注) 算定上の基礎 

1.１株当たり純資産額 

 

2.１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

 

前事業年度 当事業年度 
項 目 

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日） 

貸借対照表上の純資産の部の合計額 （千円） 3,721,964 2,836,536 

普通株式に係る純資産額 （千円） 3,721,964 2,836,536 

差額の主な内訳 （千円） － － 

普通株式の発行済株式数 （株） 4,478,560 4,478,560 

普通株式の自己株式数 （株） 54,229 54,231 

１株当たり純資産額の算定に用い 
られた普通株式の数 

（株） 4,424,331 4,424,329 

前事業年度 当事業年度 

項 目 (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失（△） （千円） 42,769 △841,358 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△） （千円） 42,769 △841,358 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 

普通株式の期中平均株式数 （株） 4,424,331 4,424,329 
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（重要な後発事象） 

 前事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 

５．その他 

(1) 役員の異動 

   該当事項はありません。 

 

(2) その他 

   該当事項はありません。 

 

 

（開示の省略） 

 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、賃貸等不動産に関する注記事項に

ついては、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。 
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