
  

１．平成23年3月期第１四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

（注）当社は、22年3月期第１四半期につきましては、連結財務諸表を作成しているため、22年3月期第１四半期売上高等
及び増減率については記載しておりません。 

  
（２）財政状態 

  
２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
  
３．平成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） 

（注）1.当四半期における業績予想の修正有無：無 
（注）2.当社は、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、23年３月期第２四半期累計期間におけ

る売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  
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（１）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 ％ 

23年3月期第１四半期  2,375  －  33  －  33  －  △32  －

22年3月期第１四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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 

23年3月期第１四半期  △1  41        －

22年3月期第１四半期        －        －

  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 

23年3月期第１四半期  9,552  6,704  70.2  290  77

22年3月期  9,596  6,745  70.3  292  55

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 6,704百万円 22年3月期 6,745百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期        －  0 00      － 0 00  0  00

23年3月期        －

23年3月期（予想）  0 00      － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  4,331  －  △100  －  △100  －  △235  －  △10  19

通期  9,000  △2.6  100  －  75  －  △100  －  △4  34



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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。なお、業績予想の前提となる条件等については、四半期決

算短信（添付資料）２ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 24,654,825株 22年3月期 24,654,825株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,596,652株 22年3月期 1,596,452株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 23,058,238株 22年3月期１Ｑ 23,063,581株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益は緩やかな回復基調となりましたが、欧州の財政不安に

端を発した為替、株式市場の混乱が続くなど、依然として先行きは不透明であり、厳しい状態のまま推移いたしま

した。宝飾品小売業界におきましても、個人消費に下げ止まりの傾向が見られたものの、雇用・所得環境の先行き

不安は解消されず、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社は、営業組織の強化により収益体質の構築を目指し、改装等の店舗活性化施策を実

行し積極的な営業活動を進めました。その結果、既存店売上高は前年同期比122.4％と堅調な推移となり、収益面

の大幅な改善が図られました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,375百万円、営業利益33百万円、経常利益は33百万円となりま

したが、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額81百万円の特別損失を計上したことにより、四半期純損失32百

万円となりました。 

 なお、前年同期の四半期財務諸表は作成しておりませんので、前年同期との対比は行っておりません。 

  

 （参考）前期までの第１四半期連結会計期間の業績                 （単位：百万円）   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産・負債及び純資産の状況  

（資産）  

 当第１四半期会計期間末における資産合計は9,552百万円となり、前事業年度末に比べ43百万円の減少となりま

した。これは主に、商品が増加したものの、敷金及び保証金が減少したこと等によるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は2,848百万円となり、前事業年度末に比べ２百万円の減少となりま

した。これは主に、短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金、未払法人税等及びポイント引当金が減少

したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は6,704百万円となり、前事業年度末に比べ41百万円の減少となり

ました。これは主に、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、今後修正の必要が生じた場合には速

やかに開示いたしますが、現段階においては、平成22年５月14日公表の業績予想から変更しておりません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売上高 営業損失（△） 経常損失（△） 四半期純損失（△）

 平成22年３月期第１四半期 2,002 △376 △327 △337

 平成21年３月期第１四半期 2,556 △151 △185 △388



（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

基礎として合理的な方法により算出しております。 

③固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度にかかる減価償却費の額を期間按分する方法により算定して

おります。 

④法人税等の計上基準 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  該当事項はありません。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益が１百万円減少し、税引前四半期純利益が82百万円減少しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社は、当第１四半期会計期間において33百万円の営業利益を計上したものの、前事業年度まで２期連続して

営業損失を計上しております。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、「３．四半期財務諸表 （４）継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり、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

ってまいりますが、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。 

  

  

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,712 1,617

受取手形及び売掛金 573 673

商品 4,328 4,204

その他 526 610

貸倒引当金 △29 △49

流動資産合計 7,110 7,057

固定資産   

有形固定資産 330 283

無形固定資産 39 43

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,575 1,736

その他 496 475

投資その他の資産合計 2,071 2,212

固定資産合計 2,441 2,538

資産合計 9,552 9,596

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,425 1,604

短期借入金 828 576

未払法人税等 19 66

返品調整引当金 18 15

その他 425 443

流動負債合計 2,717 2,706

固定負債   

退職給付引当金 82 70

ポイント引当金 28 47

その他 20 26

固定負債合計 130 144

負債合計 2,848 2,850



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,772 3,772

資本剰余金 4,052 4,052

利益剰余金 △773 △740

自己株式 △326 △326

株主資本合計 6,725 6,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △12

評価・換算差額等合計 △21 △12

純資産合計 6,704 6,745

負債純資産合計 9,552 9,596



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,375

売上原価 1,164

売上総利益 1,210

販売費及び一般管理費 1,176

営業利益 33

営業外収益  

地金売却益 9

受取手数料 8

その他 6

営業外収益合計 24

営業外費用  

為替差損 19

その他 4

営業外費用合計 24

経常利益 33

特別利益  

前期損益修正益 17

ポイント引当金戻入額 21

特別利益合計 38

特別損失  

店舗撤退損 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81

その他 0

特別損失合計 90

税引前四半期純損失（△） △18

法人税、住民税及び事業税 14

法人税等調整額 －

法人税等合計 14

四半期純損失（△） △32



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △18

減価償却費 21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81

店舗撤退損 9

前期損益修正損益（△は益） △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11

ポイント引当金の増減額（△は減少） △18

為替差損益（△は益） 19

売上債権の増減額（△は増加） 99

たな卸資産の増減額（△は増加） △138

仕入債務の増減額（△は減少） △179

その他 39

小計 △109

法人税等の支払額 △55

その他 21

営業活動によるキャッシュ・フロー △143

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 △917

定期預金の払戻による収入 889

有形固定資産の取得による支出 △37

貸付けによる支出 △136

貸付金の回収による収入 132

敷金及び保証金の回収による収入 75

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー 2

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） 251

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 251

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107

現金及び現金同等物の期首残高 591

現金及び現金同等物の四半期末残高 698



 当社は、当第１四半期会計期間において33百万円の営業利益を計上したものの、前事業年度まで２期連続して

営業損失を計上しております。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。  

  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、四半期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。 

  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る連結財務諸表 

（１）四半期連結損益計算書 

 （単位：百万円） 

  

４．補足情報

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

売上高       2,002

売上原価       1,004

売上総利益       997

販売費及び一般管理費       1,374

営業損失（△）       △376

営業外収益      

有価証券売却益        15

為替差益       20

その他       21

営業外収益合計       57

営業外費用      

手形売却損        2

その他       5

営業費用合計       8

経常損失（△）       △327

税金等調整前四半期純損失（△）       △327

法人税、住民税及び事業税       14

法人税等調整額       △4

法人税等合計       10

四半期純損失（△）       △337



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

   

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30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（△）        △327

減価償却費       24

有価証券売却損益（△は益）       △15

為替差損益（△は益）       △20

売上債権の増減額（△は増加）       311

たな卸資産の増減額（△は増加）       27

仕入債務の増減額（△は減少）       △993

その他       63

小計       △928

法人税等の支払額       △57

特別退職金の支払額       △92

その他       15

営業活動によるキャッシュ・フロー       △1,063

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       △598

定期預金の払戻による収入       40

有形固定資産の取得による支出       △19

保険積立金の解約による収入       18

貸付金の回収による収入      65

敷金及び保証金の差入による支出       △29

敷金及び保証金の回収による収入       121

その他       △11

投資活動によるキャッシュ・フロー  △412

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）   450

その他   △0

財務活動によるキャッシュ・フロー   449

現金及び現金同等物に係る換算差額   31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △994

現金及び現金同等物の期首残高       1,489

現金及び現金同等物の四半期末残高        494
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