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【増収と経費削減効果により営業利益が前年比410百万円改善し営業黒字化を達成！！】

２０１1年３月期 第1四半期の実績

・売上高前年比18.6％増

・売上総利益前年比21.3％増

・販売費及び一般管理費前年比は

▲14.4%減となった。

・特別利益として、

「前期損益修正益」 17百万円

「ポイント引当金戻入額」 21百万円

・特別損失として、

「資産除去債務会計基準の適用

に伴う影響額」 81百万円

「店舗撤退損」 9百万円を計上した。

（単位：百万円）

2010年6月
（個別）

2009年6月
（連結）

売上高 2,375 2,002
売上原価 1,164 1,004
売上総利益 1,210 997
販売費及び一般管理費 1,176 1,374
営業利益（△：損失） 33 △ 376
営業外収益 24 57
営業外費用 24 8
経常利益（△：損失） 33 △ 327
特別利益 38 －

特別損失 90 0
税引前四半期純損失 △ 18 △ 327
四半期純損失 △ 32 △ 337

・円高による為替差損が増加した

ものの、地金下取り強化により、

営業外損益は均衡水準を維持。

当社は、前期まで四半期連結財務諸表を作成しており、
前期数値には連結子会社であった株式会社サンジュエ
ル（損害保険代理店）の数値が含まれております。
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【自己資本比率は60.3％→60.2％と財務健全性を維持】

2010年6月
（個別）

2010年3月
（連結）

流動資産 7,110 7,057

固定資産 2,441 2,538

資産合計 9,552 9,596

流動負債 2,717 2,706

固定負債 130 144

負債合計 2,848 2,850

株主資本 6,725 6,758

評価・換算差額等 △ 21 △ 12

純資産合計 6,704 6,745

負債純資産合計 9,552 9,596

２０１1年３月期 財政状態

増収で得た資金を新商品開発と店舗

改装資金として確保。今後の積極的な

海外調達体制の推進に向けた活動に

より、在庫効率の改善に取り組む。

・短期借入金が増加したが、支払手形

及び買掛金等のその他流動負債が減

少し流動負債は前期比同水準を維持。

・ポイント制度の見直しによりポイント引

当金が減少した。

（単位：百万円）
当社は、唯一の連結子会社であった株式会社サンジュエ
ルを2009年11月1日を合併期日として吸収合併しており
ます。

・株式市場の低迷によりその他有価証

券評価差額金のマイナスが増加したが、

負債圧縮効果により自己資本比率は

60％台を維持した。



【営業ＣＦが大幅に改善し第２四半期以降の積極的な営業展開へ弾み！】
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2010年6月
（個別）

2009年6月
（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 143 △ 1,063

投資活動によるキャッシュ・フロー 2 △ 412

財務活動によるキャッシュ・フロー 251 449

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2 31

現金及び現金同等物の増減額 107 △ 994

現金及び現金同等物に係る期首残高 591 1,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 698 494

２０１1年３月期 キャッシュ・フローの状況

・営業ＣＦ

第１四半期は仕入債務の支払が高

水準なため営業ＣＦのマイナスは計

画通りだが、営業黒字化と在庫調整

により前年同期比で920百万円の支

出減となった。

・投資ＣＦ

退店店舗の敷金保証金の回収によ

る収入を、店舗改装による有形固定

資産の取得による支出への再投資を

実行。当期は引き続き実行する予定。

・財務ＣＦ

短期借入金により資金を調達。

単位：百万円
当社は、前期まで四半期連結財務諸表を作成してお
り、前期数値には連結子会社であった株式会社サン
ジュエル（損害保険代理店）の数値が含まれておりま
す。
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単位：百万円

第１四半期
（実績）

第２四半期
（累計）

通期

売上高 2,375 4,331 9,000

営業利益 33 △ 100 100

経常利益 33 △ 100 75

当期純利益 △ 32 △ 235 △ 100

平成22年5月14日公表の業績予想

数値に関しては、現段階において

修正を行っておりませんが、第１

四半期の業績は好調に推移してい

るため第２四半期累計期間及び通

期の業績見込みを精査中であり、

今後業績予想の修正が必要と判断

した場合は速やかに公表いたしま

す。

*本資料で記述されている将来の当社業績に関する見通しは、現時点で入手可能な情報を基に当社が判断した予想です。従いまして、
様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをお含みおき下さい。

今後の見通し





Data for
2010/Q1

Financial Report
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Vérité Co., Ltd
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Increased income & cost reduction  resulted in  ¥4.1 million higher OP than LY, and brought about turnaround!

Results of Q1 /Mar 2011 Term

・Sales vs PY: up 18.6％

・GOP vs PY: up 21.3％

・ SGA & GA expense vs PY: 
▲14.4%

・Special Profit:
Prior period adjustment profit:     ¥17 mil
Reversal of Provision for Point:  ¥21 mil
・Special Loss:
Amount affected by Asset Removal 
Liability Accounting Standards:   ¥81 mil
Store Closing Loss:                       ¥9 mil

（unit: ¥mil）
Current First 

Quarter
(From April 1, 2010
To June 30, 2010)
【Standalone】

Prior First Quarter
(From April 1, 2009
To June 30, 2009)
【Consolidated】

Net sales 2,375 2,002
Cost of sales 1,164 1,004
Gross Profit 1,210 997
Selling, general and 
Administrative expenses 1,176 1,374
Operating income (loss) 33 △ 376
Non-operating Income 24 57
Non-operating expenses 24 8
Ordinary income (Loss) 33 △ 327
Special gains 38 －

Special losses 90 0
Loss before income taxes △ 18 △ 327
Net loss △ 32 △ 337

・Despite exchange loss due to 
the strong yen, we reinforced 
stock-credit buy. Thus non-
operating P&L stays flat.

Up to the previous term we compiled  consolidated 
quarterly financial statements, which included the 
figures of the then consolidated subsidiary, Sun 
Jewel （non-life insurance agency).
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Sound financial status: Self Capital Ratio:60.3％→60.2％

Current First 
Quarter

(As of June 
30,2010)

【Standalone】

Prior First 
Quarter

(As of June
30, 2009)

【Consolidated】

Current  assets 7,110 7,057

Fixed  assets 2,441 2,538
Total  assets 9,552 9,596
Current  liabilities 2,717 2,706
Long-term liabilities 130 144
Total liabilities 2,848 2,850
Shareholder’s equity 6,725 6,758
Valuation, translation 
adjustment and others △ 21 △ 12

Total net assets 6,704 6,745
Total liabilities and net 
assets 9,552 9,596

Financial Status of the Mar 2011 Term

The fund from increased income was
secured for new product 
development & store renovation. 
Inventory efficiency will be improved 
by aggressive overseas procurement
systems.

・Short-term loans increased but other 
current liabilities, e.g., TEGATA payables
& account payables, decreased. Thus 
current liabilities stayed equal to last 
term.

・Review of the Point System contributed 
to decreased Provision for Point

(Unit: ¥mil) We merged our only consolidated subsidiary, Sun 
Jewel Co., Ltd. On Nov 1, 2009.

・Marketable securities valuation 
difference increased due to the stagnant
stock market but  Shareholders equity 
rate is maintained at over 60%  through 
expense reduction.



Sizable growth in operating cash flow will enable aggressive sales activities in Q2 & later
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Current First Quarter
(From April 1, 2010
To June 30, 2010)
【Standalone】

Prior First Quarter
(From April 1, 2009
To June 30, 2009)
【Consolidated】

Cash flow from operating 
activities △ 143 △ 1,063

Cash flow from investing 
activities 2 △ 412

Cash flow from financing 
activities 251 449
Effects of exchange rate 
changes on cash and cash 
equivalents

△ 2 31

Increase (decrease) in cash 
and cash equivalents 107 △ 994

Cash and cash equivalents 
at beginning of the period 591 1,489

Cash and cash equivalents 
at end of the period 698 494

Mar 2011 Term Cash Flow Status

・Operating CF
Due to high-level account  payable in 
Q1, OCF was negative as planned, 
down  ¥920 million vs. PY’s 
corresponding term.

・Investment ＣＦ
Plan is to spend collected deposit & 
guarantee money to refurbish stores 
and gain tangible fixed assets.

・Financial ＣＦ
Use short-term loans to procure fund.

(Unit: ¥mil)
Up to the previous term we compiled 
consolidated quarterly financial statements, 
which included the figures of the then 
consolidated subsidiary, Sun Jewel (non-life 
insurance agency).
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(Unit: ¥ mil)

Q1
（Actual）

Q2
（YTD）

Whole Yr

Sales 2,375 4,331 9,000
Operating 
Income 33 △ 100 100
Ordinary 
Imcome 33 △ 100 75

Net Loss △ 32 △ 235 △ 100

Our performance forecast figures
disclosed on May 14, 2010 are
not revised at this state but since
the performance of the quarter is 
moving favorably, we are 
scrutinizing the Q2 YTD and whole 
YR performance forecast. Upon 
need for revising the future 
forecast, we will make an 
announcement.

Matters other than historical facts in the current plans and strategies of Verite Co., Ltd described in this data are about the forecast 
of the company’s future performance, which are based on the observation of the management of Verite Co., Ltd regarding the 
currently available information. The actual performance, therefore, may be quite different from the forecast in this data due to various 
factors. Please refrain from completely depending on it and be aware that these forecasts will be subject to changes as needed 
according to the judgment of the management of Verite Co., Ltd. 

Future Projection
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