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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）当社は、22年3月期第2四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2四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 

  

(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2四半期 4,809 ― 20 ― 3 ― △65 ―
22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △2.83 ―
22年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 9,602 6,673 69.5 289.41
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2四半期  6,673百万円 22年3月期  6,745百万円

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   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 9,750 5.5 170 ― 130 ― 0 ― 0.00



(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 

（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） 

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 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） 23年3月期2Q 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2Q  1,597,312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2Q 23,058,097株 22年3月期2Q  23,062,626株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業業績に改善の兆しが一部で見られたものの、海外経済の下振

れ懸念や為替レートの変動により景気が下押しされるリスクがあり、依然として厳しい状況で推移いたしました。

 宝飾品小売業界におきましても、雇用情勢・所得環境に改善が見られず、個人消費の回復には至らず、引き続き

厳しい状況となっております。    

 このような状況のもと、当社は、営業組織の強化及び店舗改装による店舗活性化施策を継続し、積極的な営業活

動を展開しております。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は4,809百万円、営業利益20百万円、経常利益は為替差損の影響に

より3百万円となりました。また、当第２四半期において貸倒引当金戻入額23百万円の特別利益が発生いたしまし

たが、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81百万円等の計上により四半期純損失は65百万円

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２四半期連結累計期間の業績                  （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２四半期会計期間末における資産合計は9,602百万円となり、前事業年度末に比べ6百万円の増加となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金、及び敷金及び保証金が減少したものの、現金及び預金、及び商品が増加し

たこと等によるものであります。  

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は2,929百万円となり、前事業年度末に比べ79百万円の増加となりま

した。これは主に、支払手形及び買掛金が減少したものの、短期借入金が増加したこと等によるものであります。

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は6,673百万円となり、前事業年度末に比べ72百万円の減少となり

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月期の通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予

想を修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成23年3月期第2四半期累計期間の業績予

想値と実績値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

１．当四半期の業績等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２四半期 4,280  △578  △551  △600 

 平成21年３月期第２四半期 5,412  △343  △379  △868 



（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２四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２四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、加味する加減算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） 

 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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益が3百万円減少し、税引前四半期純利益が84百万

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、平成18年１月期以降、決算期変更による変則決算を除き継続して営業損失を計上しており、当該状況

により継続企業の前提に関する重要な不確実性を生じさせるような状況が存在しておりました。また、当第２四

半期会計期間において営業損失13百万円を計上しており、当該状況により、継続企業の前提に関する重要な事象

等が存在しております。 

 当社は、このような状況を解消すべく、平成22年5月14日に公表いたしました新中期経営計画を策定し、営業

組織の強化と生産性向上による収益力の回復を図ってまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間において営業利益20百万円、営業キャッシュ・フローは125百万円となりま

した。また、平成22年11月11日に公表いたしました「融資契約締結に関するお知らせ」のとおり融資契約を締結

いたしました。 

 従いまして、当社は、当第２四半期会計期間末において継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められな

いものと判断し、当該注記の記載を解消いたしました。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,826 1,617

受取手形及び売掛金 506 673

商品 4,356 4,204

その他 491 610

貸倒引当金 △29 △49

流動資産合計 7,151 7,057

固定資産   

有形固定資産 333 283

無形固定資産 25 43

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,580 1,736

その他 511 475

投資その他の資産合計 2,092 2,212

固定資産合計 2,451 2,538

資産合計 9,602 9,596

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,545 1,604

短期借入金 770 576

未払法人税等 40 66

賞与引当金 30 －

返品調整引当金 22 15

その他 377 443

流動負債合計 2,787 2,706

固定負債   

退職給付引当金 92 70

ポイント引当金 34 47

その他 14 26

固定負債合計 142 144

負債合計 2,929 2,850



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 △805 △740

自己株式 △326 △326

株主資本合計 6,692 6,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 △12

評価・換算差額等合計 △19 △12

純資産合計 6,673 6,745

負債純資産合計 9,602 9,596



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,809

売上原価 2,377

売上総利益 2,432

販売費及び一般管理費 2,411

営業利益 20

営業外収益  

地金売却益 14

受取手数料 18

その他 10

営業外収益合計 42

営業外費用  

為替差損 33

支払手数料 13

その他 12

営業外費用合計 59

経常利益 3

特別利益  

貸倒引当金戻入額 23

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 62

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81

その他 21

特別損失合計 103

税引前四半期純損失（△） △37

法人税、住民税及び事業税 28

法人税等調整額 －

法人税等合計 28

四半期純損失（△） △65



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△） △37

減価償却費 45

減損損失 11

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

賞与引当金の増減額（△は減少） 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22

ポイント引当金の増減額（△は減少） △12

為替差損益（△は益） 33

支払手数料 13

売上債権の増減額（△は増加） 167

たな卸資産の増減額（△は増加） △166

仕入債務の増減額（△は減少） △59

その他 57

小計 158

支払手数料の支払額 △13

法人税等の支払額 △55

その他 36

営業活動によるキャッシュ・フロー 125

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 △1,923

定期預金の払戻による収入 1,866

有形固定資産の取得による支出 △96

投資有価証券の売却による収入 8

貸付けによる支出 △136

貸付金の回収による収入 132

敷金及び保証金の差入による支出 △33

敷金及び保証金の回収による収入 102

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △84

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） 193

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 193

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 225

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 816



  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

     （融資契約の締結）  

 当社は平成22年10月28日開催の取締役会において、下記のとおり動産担保融資契約の締結を決議し、平成22年

11月11日に契約を締結いたしました。 

    （１）目的 

   機動的な経営を遂行するため、資金調達の安定性を高めること及び当社に対する信用力の向上のため 

    （２）内容及び使途 

     ① 名称    ：リボルビング・ローン 

    ② 貸付極度額 ：10億円 

     ③ 使途    ：運転資金 

     ④ 利率    ：ＴＩＢＯＲ＋3.75％もしくはＬＩＢＯＲ＋3.75％のいずれか高い方 

     ⑤ 契約期間  ：１年（ 長３年まで延長可能） 

     ⑥ 実行日   ：平成22年11月下旬（予定） 

     ⑦ 返済方法  ：個別の引出分については引出可能額の維持に必要な金額を返済 

              返済期日に引出額がある場合には全額を一括返済 

     ⑧ 担保及び保証：(ⅰ）売掛債権（第三債務者の譲渡承諾後に適格担保として算入） 

              （ⅱ）Digico Holdings Limitedによる保証 

              （ⅲ）在庫並びに（保険金を含めて）その換価代金  

     ⑨ 財務制限条項：(ⅰ）設備投資額が350百万円を超えないこと（直近12ヵ月） 

              （ⅱ）Fixed Charge Coverage Ratio が2.0倍以上であること 

              （ⅲ）借入可能額を常に20,000,000円以上維持すること  

              （ⅳ）自己資本が50億円を下回らないこと  

              （ⅴ）在庫回転日数が400日以内であること 

     ⑩ 貸付人   ：日本ＧＥ株式会社 

  

     （販売フランチャイズ契約の締結） 

 当社は、平成22年10月28日開催の取締役会において、下記のとおり販売フランチャイズ契約の締結を決議し、

平成22年11月11日に契約を締結いたしました。 

     （１）目的 

     「PANDORA」ブランド商品の小売販売権取得のため 

    （２）契約内容   

      ① 契約先   ：Pandora Jewelry Asia-Pacific Limited  

     ② 範囲    ：テリトリー内おける「PANDORA」店舗の運営、商品の販売 

     ③ 契約開始日 ：平成22年12月１日 

     ④ テリトリー ：日本（空港・航空機・クルーズ船・軍事施設等のトラベルリテールエリアを除く） 

     ⑤ 契約期間  ：５年（書面による合意により２年間延長される） 

     ⑥ 低仕入義務：平成22年12月１日から平成23年12月31日まで 7,500,000ユーロ 

              平成24年１月１日から平成24年12月31日まで 20,000,000ユーロ 

    （３）契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

 本販売フランチャイズ契約により、当社は「PANDORA」店舗の出店及び商品の取扱いを百貨店、駅ビル及び

ショッピングモールを中心に展開する予定となっております。世界的なジュエリーブランドを取り扱うことに

より当社の企業価値向上を実現できるものと考えております。 

  

（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

（６）重要な後発事象に関する注記



「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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日） 

売上高       4,280

売上原価       2,210

売上総利益       2,069

販売費及び一般管理費       2,648

営業損失（△）       △578

営業外収益      

有価証券売却益       15

受取手数料       11

その他       24

営業外収益合計       52

営業外費用      

為替差損       10

その他       13

営業外費用合計       24

経常損失（△）       △551

特別損失      

店舗撤退損       10

減損損失       9

その他       3

特別損失合計       23

税金等調整前四半期純損失（△）       △575

法人税、住民税及び事業税       29

法人税等調整額       △4

法人税等合計       25

四半期純損失（△）       △600



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

  

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９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（△）       △575

減価償却費       50

賞与引当金の増減額（△は減少）       25

退職給付引当金の増減額（△は減少）       50

貸倒引当金の増減額（△は減少）       39

店舗撤退損       10

有価証券売却損益（△は益）       △15

為替差損益（△は益）       10

売上債権の増減額（△は増加）       312

たな卸資産の増減額（△は増加）       12

仕入債務の増減額（△は減少）       △626

その他       149

小計       △556

法人税等の支払額       △58

特別退職金の支払額       △351

その他       7

営業活動によるキャッシュ・フロー       △959

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       △1,730

定期預金の払戻による収入       936

有形固定資産の取得による支出       △25

保険積立金の解約による収入       18

敷金及び保証金の差入による支出      △46

敷金及び保証金の回収による収入       237

投資有価証券の売却による収入       27

貸付金の回収による収入       67

その他       △8

投資活動によるキャッシュ・フロー  △522

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）   600

その他   △0

財務活動によるキャッシュ・フロー   599

現金及び現金同等物に係る換算差額   29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △852

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        636
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