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【 「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。 】

平成23年３月期 第２四半期累計期間の業績

・売上高 :529百万円⤴
・売上総利益 :362百万円⤴
・売上総利益率:2.2％⤴
・販売費及び一般管理費

:237百万円⤵
・営業利益 :599百万円⤴
・経常利益 :555百万円⤴
・四半期純損益:535百万円⤴

・売上高 :529百万円⤴
・売上総利益 :362百万円⤴
・売上総利益率:2.2％⤴
・販売費及び一般管理費

:237百万円⤵
・営業利益 :599百万円⤴
・経常利益 :555百万円⤴
・四半期純損益:535百万円⤴

円高による為替差損の計上に
より営業外費用が増加した。
円高による為替差損の計上に
より営業外費用が増加した。

（単位：百万円、％）

平成22年
9月

（個別）

平成21年
9月

（連結）
前年比

売上高 4,809 4,280 ＋12.4％
売上原価 2,377 2,210 ＋7.5％
売上総利益 2,432 2,069 ＋17.5％
販売費及び一般管理費 2,411 2,648 ▲9.0％

営業利益（△：損失） 20 △ 578 黒字転換
営業外収益 42 52 ▲17.9％
営業外費用 59 24 ＋143.9％
経常利益（△：損失） 3 △ 551 黒字転換
特別利益 62 ‐ ‐
特別損失 103 23 ＋334.1％
税引前四半期純損失 △37 △ 575 ‐
四半期純損失 △65 △ 600 ‐

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。

当第１四半期より「資産除去
債務会計基準」を適用し、特別
損失として81百万円を計上。

当第１四半期より「資産除去
債務会計基準」を適用し、特別
損失として81百万円を計上。
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平成22年
9月

（個別）

平成22年
3月

（個別）

平成21年
9月

（連結）

流動資産 7,151 7,057 6,963

固定資産 2,451 2,538 2,744

資産合計 9,602 9,596 9,708

流動負債 2,787 2,706 2,636

固定負債 142 144 170

負債合計 2,929 2,850 2,806

株主資本 6,692 6,758 6,926

評価・換算差額等 △19 △ 12 △25

純資産合計 6,673 6,745 6,901

負債純資産合計 9,602 9,596 9,708

平成23年３月期第2四半期会計期間末の財政状態

・「現金及び預金」＋209百万円
・「商品」＋151百万円
・「受取手形及び売掛金」
△167百万円

・「現金及び預金」＋209百万円
・「商品」＋151百万円
・「受取手形及び売掛金」
△167百万円

・「支払手形及び買掛金」
△59百万円

・「短期借入金」＋193百万円
・平成22年11月に資金調達の安
定性確保のため融資契約を締結

・「支払手形及び買掛金」
△59百万円

・「短期借入金」＋193百万円
・平成22年11月に資金調達の安
定性確保のため融資契約を締結

（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
ルを平成21年11月1日を合併期日として吸収合併して
おります。

・自己資本比率 69.5％
・１株当たり純資産 289.41円
・期末株価 59円
・PBR 0.22倍

・自己資本比率 69.5％
・１株当たり純資産 289.41円
・期末株価 59円
・PBR 0.22倍
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平成22年9月
（個別）

平成21年9月
（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー 125 △ 959

投資活動によるキャッシュ・フロー △84 △ 522

財務活動によるキャッシュ・フロー 193 599

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 29

現金及び現金同等物の増減額 225 △ 852

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 816 636

平成23年３月期第２四半期 キャッシュ・フローの状況

・営業ＣＦ
収益性向上により営業ＣＦが
大幅な改善。今後は商品の海
外調達体制の推進へ向けた活
動へ資金をシフトし、利益率向上
に取り組む。

・投資ＣＦ
店舗改装を継続的に実施して
おり、有形固定資産の取得に
よる支出が増加。

・財務ＣＦ
短期借入による資金の調達。

・営業ＣＦ
収益性向上により営業ＣＦが
大幅な改善。今後は商品の海
外調達体制の推進へ向けた活
動へ資金をシフトし、利益率向上
に取り組む。

・投資ＣＦ
店舗改装を継続的に実施して
おり、有形固定資産の取得に
よる支出が増加。

・財務ＣＦ
短期借入による資金の調達。

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。

（単位：百万円）
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平成22年3月期
（通期実績）

平成23年3月期
（通期見込） 増減額

売上高 9,246 9,750 ＋504

営業利益（△：損失） △660 170 ＋830
経常利益（△：損失） △611 130 ＋741
当期純利益（△：損失） △768 0 ＋768

当第２四半期累計期間の業績を勘案し、売上高、営業利益、経常利益、当期
純利益ともに大幅に前年実績を上回る見込みとなりました。

また、平成22年5月14日に公表いたしました通期業績予想に関しましても、上
方修正いたしました。

当第２四半期累計期間の業績を勘案し、売上高、営業利益、経常利益、当期
純利益ともに大幅に前年実績を上回る見込みとなりました。

また、平成22年5月14日に公表いたしました通期業績予想に関しましても、上
方修正いたしました。

*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

（単位：百万円）
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Pandora Jewelry Asia‐Pacific Limitedとのフランチャイズ契約を締結いたしました。

平成23年より「PANDORA」店舗の出店及び商品の取り扱いを開始いたします。
本プロジェクトの詳細は、今後計画しているプレス発表会にて発表する予定でございます。
※平成22年11月11日公表の「Pandora Jewelry Asia-Pacific Limitedとのフランチ
ャイズ契約に関するお知らせ」をご参照ください。

meets

http://www.pandora.net/ http://www.verite.jp/





November 12, 2010
Verite Co., Ltd.

（TSE Code：9904）
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Reference Data of the 
67th-term Q2 Financial 

Report
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【 “Note on the Premise of a Going concern” is resolved. 】

67th-term Q2 YTD Performance

・Sales : ¥529million⤴
・Gross OP: ¥362mil⤴
・GOP%: :2.2％⤴
・Sales Exp/GAE:¥237 mil⤵
・Operating Profit: ¥:599 mil⤴
・Current Profit: ¥555 mil⤴
・Quarterly Net P/L: ¥535 mil

⤴

・Sales : ¥529million⤴
・Gross OP: ¥362mil⤴
・GOP%: :2.2％⤴
・Sales Exp/GAE:¥237 mil⤵
・Operating Profit: ¥:599 mil⤴
・Current Profit: ¥555 mil⤴
・Quarterly Net P/L: ¥535 mil

⤴

Exchange loss from stronger yen 
resulted in higher non-operating
expense

Exchange loss from stronger yen 
resulted in higher non-operating
expense

（Unit: ¥million）

Sep 2010
Standalone

Sep 2009
Consolidated Vs LY/％

Sales 4,809 4,280 ＋12.4％
COGS 2,377 2,210 ＋7.5％
GOP 2,432 2,069 ＋17.5％
Sales Exp/GAE 2,411 2,648 ▲9.0％
OP（△：Loss） 20 △ 578 Turnaround

Non-operating Profit 42 52 ▲17.9％
Non-operating expense 59 24 ＋243.9％
Current profit
（△：Loss） 3 △ 551 Turnaround

Extraordinary profit 62 - -
Extraordinary loss 103 23 ＋434.1％
Quarterly loss before tax △37 △ 575 -

Quarterly net loss △65 △ 600 -

We compile consolidated quarterly 
financial report until the previous term. 
The figures of the previous term include 
figures of our consolidated subsidiary, 
Sun Jewel (Non-life insurance agent

Application of “Asset Retirement
Obligation” Method since 
current Q1 resulted in 
Extraordinary loss of ¥81 mil.

Application of “Asset Retirement
Obligation” Method since 
current Q1 resulted in 
Extraordinary loss of ¥81 mil.
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Sep 2010
Standalone

Mar 2010
Standalone

Sep 2009
Consolidated

Current asset 7,151 7,057 6,963
Fixed asset 2,451 2,538 2,744

Total assets 9,602 9,596 9,708

Current liability 2,787 2,706 2,636

Fixed liability 142 144 170
Total liability 2,929 2,850 2,806
Capital stock 6,692 6,758 6,926
Valuation/conversio
n difference △19 △ 12 △25
Total net assets 6,673 6,745 6,901
Total net liabilities 9,602 9,596 9,708

Financial Status 67th-term Q2 Term-end 

・Cash & Deposits＋¥209 mil
・Product＋¥151 mil
・Receivable TEGATA & Receivables
△¥167 mil

・Cash & Deposits＋¥209 mil
・Product＋¥151 mil
・Receivable TEGATA & Receivables
△¥167 mil

・Payable TEGATA & Payables
△¥59 mil

・Short-term loans＋¥193 mil
・Concluded loan contract to secure 

finance in Nov 2010

・Payable TEGATA & Payables
△¥59 mil

・Short-term loans＋¥193 mil
・Concluded loan contract to secure 

finance in Nov 2010

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

・Self-capital ratio: 69.5％
・Net asset per share: ¥289.41
・Term-end share price: ¥59
・PBR x 0.22

・Self-capital ratio: 69.5％
・Net asset per share: ¥289.41
・Term-end share price: ¥59
・PBR x 0.22
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Sep 2010
Standalone

Sep 2009
Consolidated

Cash flow by sales activities 125 △ 959

Cash flow by investment 
activities △84 △ 522

Cash flow by financial activities 193 599

Conversion difference related to 
cash & cash equivaments △8 29

Increase/decrease value of cash 
& cash equivaments 225 △ 852

Beginning-of-term balance of 
cash & cash equivalents 591 1,489

Quarterly term-end balance of 
cash & cash equivalents 816 636

67th-term Q2 Cash Flow Status

・Operating ＣＦ
Improved profitability 
improved operating CF 
dramatically. We will shift to 
the system of procuring 
products from abroad to 
improve profit %

・Investment ＣＦ
We continuously renovate 
stores. Expenses are 
increasing due to acquisition
of tangible fixed assets.

・Financial ＣＦ
Fund is procured by 
short-term loans

・Operating ＣＦ
Improved profitability 
improved operating CF 
dramatically. We will shift to 
the system of procuring 
products from abroad to 
improve profit %

・Investment ＣＦ
We continuously renovate 
stores. Expenses are 
increasing due to acquisition
of tangible fixed assets.

・Financial ＣＦ
Fund is procured by 
short-term loans

We compiled quarterly consolidated 
financial reports up to the previous term. 
The figures of the previous term included 
the figures of our past consolidated 
subsidiary, Sun Jewel (non-life insurance 
agent)

（unit: ¥mil）
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67th-term 
ending Mar 2010
（Annual results）

68th-term 
ending Mar 2011
(Annual projection）

Increase/
Decrease

Sales 9,246 9,750 ＋504
Operating Profit

（△：Loss） △660 170 ＋830
Current profit

（△：loss） △611 130 ＋741
Net profit 

（△： loss） △768 0 ＋768

Considering the YTD results of the current Q2, we forecast sales, OP, current
profit & current-term net profit at far higher levels than LY performances.

We also positively revised the annual performance forecast disclosed on May
14, 2010.

Considering the YTD results of the current Q2, we forecast sales, OP, current
profit & current-term net profit at far higher levels than LY performances.

We also positively revised the annual performance forecast disclosed on May
14, 2010.

*Verite’s future performance forecast in this document has been compiled by the information available at this point 
in time. Therefore they are subject to changes as a result of various variation factors.

Future Projection

（Unit: ¥mil）
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We have concluded a franchise contract with Pandora Jewelry Asia-Pacific Limited

We will start opening stores and handling products of PANDORA starting in 2011.
The details of this project will be announced at the press conference the schedule of 
which is now being compiled.
※Please refer to the “Announcement on our franchise contract with Pandora Jewelry 
Asia-Pacific Limited” released on November 11, 2010.

meets

http://www.pandora.net/ http://www.verite.jp/
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