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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 9,530 3.1 59 ― 4 ― △169 ―
22年3月期 9,243 △19.6 △659 ― △613 ― △740 ―

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 ％ ％ ％

23年3月期 △7.36 ― △2.6 0.0 0.6
22年3月期 △32.11 ― △10.4 △6.0 △7.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 9,592 6,568 68.5 284.90
22年3月期 9,596 6,745 70.3 292.55

（参考） 自己資本   23年3月期  6,568百万円 22年3月期  6,745百万円

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

23年3月期 △117 △197 517 783
22年3月期 △1,007 △547 576 591

2.  配当の状況 

（注）平成24年3月期の期末配当につきましては、現時点では未定であります。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 平成24年3月期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により現時点では合理的な算定が困難であるため未定とし、開示が可能となった時点
で開示する予定であります。 



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、添付資料P.21「会計処理方法の変更」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,599,422 株 22年3月期 1,596,452 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 23,057,137 株 22年3月期 23,061,417 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
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、添付資料P.2ページ「経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善傾向が一部で見られたものの、急激な円高の進行や株式市

場の低迷等により、景気の先行きの不透明感が払拭できない状況が続きました。さらに平成23年３月11日に発生

した東日本大震災により企業活動の混乱と停滞を余儀なくされました。  

 宝飾品小売業界におきましても、雇用環境の厳しさやデフレ傾向の継続等により個人消費は力強さを欠き、総

じて低調なまま推移しましたが、さらに東日本大震災の影響により消費マインドは大幅に低下し、一段と厳しい

状況となりました。 

 このような状況のもと、当社は、営業組織の強化による収益体質の構築を目指し、店舗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

円となり、第２四半期会計期間末において継続企業の前提となる重要な不確実性は認められないと判断し、当該

注記の記載を解消いたしております。  

 さらに、平成22年11月には世界中で人気を博している北欧発のジュエリーブランド「PANDORA」の日本における

小売フランチャイズ契約を締結し、平成23年３月に阪神百貨店梅田本店に日本第１号店を出店いたしておりま

す。  

 店舗面におきましては、５店舗の新規出店（PANDORA１店舗を含む）及び９店舗の退店を実施し、店舗のスクラ

ップアンドビルドを推進いたしました。 

 平成23年２月度までの業績はほぼ計画通りの進捗となっておりましたが、東日本大震災の影響により平成23年

３月度の業績は計画を下回る結果となりました。 

 以上の結果、当事業年度の売上高は、9,530百万円（前期比3.1%増）となりました。損益面につきましては、増

収効果及び経費削減に取り組んだ結果、営業利益59百万円、為替差損及び支払手数料の影響により経常利益は4百

万円となりましたが、決算期変更による変則決算を除き平成17年１月期以来６年ぶりに営業黒字及び経常黒字を

確保いたしました。特別損益につきましては、貸倒引当金戻入額23百万円、ポイント引当金戻入額21百万円及び

前期損益修正益17百万円等の特別利益66百万円を計上したものの、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額81

百万円及び東日本大震災の影響を受けたこと等による不採算店舗等に係る減損損失72百万円等の特別損失185百万

円を計上し、当期純損失は169百万円（前期は740百万円の損失）となりました。 

  

  四半期別業績数値                             （単位：百万円）  

  

 当社は「宝飾事業」と「ブランド事業」の２つを事業セグメントとしておりますが、量的基準より判断して、 

当社の報告セグメントは「宝飾事業」のみとなるため、ブランド事業の業績の記載を省略しております。  

                  

 ② 次期の見通し 

 次期につきましては、平成23年３月に発生いたしました東日本大震災が我が国の経済に甚大な影響を及ぼすも

のと思われ、景気の先行きは一層不透明さを増しております。また、雇用情勢や所得環境の厳しさも続くものと

予測され、個人消費の本格的な回復は望めず、宝飾品小売業界においては、より一層厳しい経営環境が続くもの

と思われます。 

 このような状況のもと、当社は本年９月に東京証券取引所上場２０周年を迎えることになります。これもひと

えにお客様と株主の皆様の日頃のご支援によるものでございますが、この記念すべき年をベリテの飛躍の年とす

るべく、グループ企業との連携の深耕による商品力の強化と積極的な人材採用と教育による接客力の強化により

収益性の向上を図ってまいります。 

 また、PANDORAの展開をブランド事業と位置付け、世界において有力なブランドであるPANDORAの日本進出を手

掛けてまいります。 

 しかしながら次期の見通しにつきましては、東日本大震災の消費動向・経済活動全般に与える影響が不透明で

あり、また、新規事業の展開が当社業績に与える影響を合理的に算定することが困難であることから、未定とさ

せていただきます。今後、業績予想の開示が可能となった時点で開示する予定であります。 

１．経営成績

  第１四半期 第２四半期 第３四半期  第４四半期 

 売上高   2,375  2,434    2,546  2,174

 営業損益（△は損失）   33  △13   129  △90

 経常損益（△は損失）   33   △29   87   △87

 四半期純損益（△は損失）   △32   △32   77   △181



（２）財政状態に関する分析 

 ①資産・負債及び純資産の状況  

 （資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ67百万円（△1.0％）減少し、6,989百万円とな

りました。これは主に、商品が254百万円増加したものの、売掛金が139百万円、預け金が77百万円、受取手形が

65百万円及び未収入金が61百万円減少したことによるものであります。 

 当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べ63百万円（2.5％）増加し、2,602百万円となり

ました。これは主に、敷金・差入保証金が227百万円減少したものの、長期預金が296百万円増加したことによる

ものであります。 

 （負債） 

 当事業年度末における負債合計の残高は、前事業年度末と比べ173百万円（6.1％）増加し、3,024百万円となり

ました。これは主に、支払手形が258百万円減少したものの、短期借入金が318百万円及び長期借入金が200百万円

増加したことによるものであります。 

 （純資産） 

 当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末と比べ177百万円（△2.6％）減少し、6,568百万円となり

ました。これは主に、当期純損失169百万円の計上によるものであります。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ192百万円

（32.5%）増加し、783百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動による資金の減少は117百万円となりました。これは主に、売上債権の減少204百

万円による資金の増加があったものの、仕入債務の減少328百万円及びたな卸資産の増加272百万円による資金の

減少があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における投資活動による資金の減少は197百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出206百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における財務活動による資金の増加は517百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加318

百万円及び長期借入金の増加200百万円によるものであります。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。 

  （注）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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済普通株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

※平成21年3月期は連結ベースの財務数値により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。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支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、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。 

  平成23年３月期 平成22年３月期 
（参考）  

平成21年３月期 
（連結ベース） 

自己資本比率 ％ 68.5 ％ 70.3 ％ 69.6

時価ベースの自己資本比率 ％ 22.6 ％ 15.1 ％ 13.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  －  －  －



※営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオは記載しておりません。 

（３）利益配分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経営の 重要課題のひとつとして位置づけております。安定的な配当の維持

並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、判断・決定していくこと

としております。 

 当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。当社といたしましては、役員・社員

一丸となって、収益基盤の安定と復配を果たせるよう努めてまいる所存であります。 

 次期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

（４）事業等のリスク 

 当社の事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりでありま

す。 

（賃借した建物の継続的使用について）   

 当社は、新規出店の際に賃貸借契約書を法人または個人と締結いたします。当該法人または個人が破綻等の危

機に陥り、契約の継続が困難になった場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（出店保証金の回収について）  

 当社は、新規出店の際に営業保証金、敷金を法人または個人に支払う場合があります。当該法人または個人が

破綻等の危機に陥ることによって営業保証金、敷金の回収が困難になった場合には当社の業績及び財務状況に影

響を与える可能性があります。 

（人材の確保・育成について） 

 当社は、新規出店等に伴う人材の確保・育成については、採用を適時行うとともに、従業員教育の専門部署に

よる教育を行っております。しかしながら優秀な販売員の育成には時間がかかるため、店舗要員の確保の面にお

いて当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（個人情報の管理について） 

 当社においては、情報管理責任者を設置して情報管理を行っておりますが、何らかの予想外の原因により情報

が流出した場合には、当社に対する社会的信用を失うことになり、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能

性があります。 

（災害等の発生による影響について） 

 当社は、国内において店舗または事務所の施設を保有しており、これらの施設が災害や犯罪等の発生による被

害を受ける可能性があり、その程度によっては、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

 （情報システムの障害について） 

 当社は、店舗及び事務所においてＶＰＮ（バーチャル・プライベート・ネットワーク）を構築し、業務に利用

しておりますが、これらの施設のネットワーク障害や災害による機器の破損などの被害を被る可能性があり、そ

の程度によっては業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等  

 当社は、当事業年度において59百万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、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。 

 当該状況を解消すべく、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した。 

 また、平成22年11月11日に日本ＧＥ株式会社との融資契約を締結いたしております。  

 以上の結果、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ております。 



 当社は、宝飾品等の小売販売及び卸売販売を行っております。 

 当社及び関係会社の事業系統図は次のとおりであります。  

 
（注）図の内容は平成23年３月31日現在の状況であります。 

    

  

２．企業集団の状況



（１）会社の経営の基本方針 

  「ベリテ」とはフランス語で“誠実（まごころ）”を意味いたします。当社は「お客様に対していつも誠実で

ありたい」という思いをこの社名に込め、お客様に満足・信頼いただける商品やサービスの提供に取り組んでお

ります。当社は、創業以来お客様第一主義を基本として、宝飾品（ジュエリー）を通して美しさと夢と感動を演

出し、人の心に豊かさと楽しさを提供することを目指しております。 

   

（２）目標とする経営指標 

  当社は、中長期的な目標として売上高経常利益率５％超を目指しております。また、株主価値の観点から使用

資本利益率を重視して取り組んでおります。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

  当社は、平成22年４月16日に開示いたしました中期経営計画を策定し、計画の達成に向け取り組んでまいりま

す。 

  中期経営計画の基本戦略 

 ① 営業戦略  

 ・ベリテブランドのリポジショニング 

  ・改装による設備投資効果の 大化  

  ・ダイヤモンド専門店化を目的とした新規出店   

 ② 商品戦略 

 ・グループ企業との垂直統合 

 ・店規模別・エリア別商品政策 

 ・在庫の選択と集中 

 ③ 人事戦略 

 ・適正な労働分配率による予算コントロール 

 ・人財育成によるプロフェッショナル集団の醸成 

 ・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 

 上記基本戦略に基づき、中期経営計画の達成を図ってまいります。 

また、安定的な収益基盤の構築のため、既存事業である「宝飾事業」の収益構造の見直しと、PANDORAブランド

の日本展開を手掛ける「ブランド事業」の事業展開により、業績の向上と相乗効果によるブランドの強化を図って

まいります。 

３．経営方針



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,617 ※1  1,591

受取手形 158 93

売掛金 514 ※1  375

商品 4,204 ※1  4,459

貯蔵品 31 48

前渡金 5 0

前払費用 21 26

未収入金 193 132

預け金 356 ※1  279

その他 2 8

貸倒引当金 △49 △25

流動資産合計 7,057 6,989

固定資産   

有形固定資産   

建物 273 315

減価償却累計額 △181 △195

建物（純額） 91 120

機械及び装置 0 0

減価償却累計額 △0 △0

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品 308 343

減価償却累計額 △215 △239

工具、器具及び備品（純額） 92 103

土地 98 98

建設仮勘定 － 8

有形固定資産合計 283 331

無形固定資産   

商標権 1 1

ソフトウエア 42 21

その他 0 －

無形固定資産合計 43 23

投資その他の資産   

投資有価証券 187 159

出資金 2 2

破産更生債権等 － 4

長期前払費用 16 13

敷金・差入保証金 1,736 1,508

長期預金 264 ※1  560

その他 4 4

貸倒引当金 － △4

投資その他の資産合計 2,212 2,248

固定資産合計 2,538 2,602

資産合計 9,596 9,592



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,272 1,014

買掛金 331 262

短期借入金 ※1  576 ※1, ※2  895

未払金 239 203

未払費用 149 144

未払法人税等 66 69

前受金 44 34

預り金 9 8

返品調整引当金 15 18

資産除去債務 － 1

その他 － 2

流動負債合計 2,706 2,654

固定負債   

長期借入金 － ※1  200

繰延税金負債 － 0

退職給付引当金 70 115

ポイント引当金 47 42

資産除去債務 － 3

その他 26 7

固定負債合計 144 369

負債合計 2,850 3,024

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,772 3,772

資本剰余金   

資本準備金 3,521 3,521

その他資本剰余金 530 530

資本剰余金合計 4,052 4,052

利益剰余金   

利益準備金 － －

その他利益剰余金   

別途積立金 － －

繰越利益剰余金 △740 △910

利益剰余金合計 △740 △910

自己株式 △326 △326

株主資本合計 6,758 6,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12 △19

評価・換算差額等合計 △12 △19

純資産合計 6,745 6,568

負債純資産合計 9,596 9,592



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 9,243 9,530

売上原価   

商品期首たな卸高 4,164 4,204

当期商品仕入高 4,788 4,958

合計 8,953 9,163

他勘定振替高 ※1  46 ※1  51

商品期末たな卸高 4,204 4,459

商品売上原価 ※2  4,703 ※2  4,652

売上総利益 4,540 4,878

返品調整引当金戻入額 9 －

返品調整引当金繰入額 － 3

差引売上総利益 4,550 4,875

販売費及び一般管理費 ※3  5,210 ※3  4,815

営業利益又は営業損失（△） △659 59

営業外収益   

受取利息 14 5

有価証券売却益 15 －

地金売却益 15 33

受取賃貸料 12 －

受取手数料 28 33

その他 8 11

営業外収益合計 95 84

営業外費用   

支払利息 6 12

手形売却損 5 4

たな卸資産処分損 5 8

為替差損 11 38

投資事業組合等投資損失 9 12

支払手数料 6 58

その他 4 5

営業外費用合計 48 140

経常利益又は経常損失（△） △613 4

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 23

前期損益修正益 － ※4  17

ポイント引当金戻入額 － 21

抱合せ株式消滅差益 29 －

退職給付制度一部終了益 45 －

その他 － 4

特別利益合計 74 66



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

店舗撤退損 40 12

投資有価証券売却損 16 1

減損損失 ※5  93 ※5  72

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 81

その他 0 17

特別損失合計 150 185

税引前当期純損失（△） △689 △114

法人税、住民税及び事業税 55 54

法人税等調整額 △4 0

法人税等合計 51 55

当期純損失（△） △740 △169



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,772 3,772

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,772 3,772

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,421 3,521

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 △900 －

当期変動額合計 △900 －

当期末残高 3,521 3,521

その他資本剰余金   

前期末残高 1 530

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 900 －

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

△370 －

当期変動額合計 529 －

当期末残高 530 530

資本剰余金合計   

前期末残高 4,423 4,052

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

△370 －

当期変動額合計 △370 －

当期末残高 4,052 4,052

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 269 －

当期変動額   

利益準備金の取崩 △269 －

当期変動額合計 △269 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,800 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △3,800 －

当期変動額合計 △3,800 －

当期末残高 － －



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △4,440 △740

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

370 －

利益準備金の取崩 269 －

別途積立金の取崩 3,800 －

当期純損失（△） △740 △169

当期変動額合計 3,699 △169

当期末残高 △740 △910

利益剰余金合計   

前期末残高 △370 △740

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

370 －

利益準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △740 △169

当期変動額合計 △369 △169

当期末残高 △740 △910

自己株式   

前期末残高 △325 △326

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △326 △326

株主資本合計   

前期末残高 7,499 6,758

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への
振替

－ －

当期純損失（△） △740 △169

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △740 △169

当期末残高 6,758 6,588



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △22 △12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 △7

当期変動額合計 10 △7

当期末残高 △12 △19

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △22 △12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 △7

当期変動額合計 10 △7

当期末残高 △12 △19

純資産合計   

前期末残高 7,476 6,745

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振
替

－ －

当期純損失（△） △740 △169

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 △7

当期変動額合計 △730 △177

当期末残高 6,745 6,568



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △689 △114

減価償却費 102 103

減損損失 93 72

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 40 12

有価証券売却損益（△は益） △15 －

投資有価証券売却損益（△は益） 16 1

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △29 －

前期損益修正損益（△は益） － △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70 45

ポイント引当金の増減額（△は減少） △48 △4

為替差損益（△は益） － 35

支払手数料 － 58

売上債権の増減額（△は増加） 400 204

たな卸資産の増減額（△は増加） △30 △272

仕入債務の増減額（△は減少） △644 △328

その他 110 67

小計 △600 △72

支払手数料の支払額 － △57

法人税等の支払額 △59 △56

特別退職金の支払額 △354 △1

その他 7 71

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,007 △117

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 △3,472 △4,381

定期預金の払戻による収入 2,552 4,279

有形固定資産の取得による支出 △35 △206

無形固定資産の取得による支出 △15 △6

保険積立金の解約による収入 18 －

投資有価証券の売却による収入 70 8

敷金・差入保証金の差入による支出 △65 △63

敷金・差入保証金の回収による収入 323 193

貸付けによる支出 － △136

貸付金の回収による収入 67 125

その他 10 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △547 △197

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） 576 318

長期借入れによる収入 － 200

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 576 517

現金及び現金同等物に係る換算差額 30 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △946 192

現金及び現金同等物の期首残高 1,435 ※  591

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

102 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※  591 ※  783



(5）継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 当社は、前事業年度において547百万円の営業損失を計

上し、また、当事業年度において659百万円の営業損失と

なりました。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。  

   

  



  

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 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、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。 

  



(6）重要な会計方針

  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

  期末日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

より算定しております） 

同    左 

  

  ②時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

②時価のないもの 

      同     左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

―――――――――――― 

    

デリバティブ 

   時価法 

なお、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては、特

例処理を採用しております。  

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（１）商 品 

   主として個別法による原価法 

   （収益性の低下による簿価切下げ 

    の方法）  

（１）商 品 

主として個別法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下げ 

 の方法） 

一部商品については移動平均法に 

よる原価法 

（収益性の低下による簿価切下げ 

 の方法） 

（追加情報）  

当社は、新規事業としてブランド

事業を開始し、平成23年３月より

販売を開始いたしました。従来商

品の評価は、主として個別法によ

る原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっておりま

したが、ブランド事業に係る商品

については、移動平均法による原

価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）を採用することとい

たしました。  

  （２）貯蔵品 

終仕入原価法 

（２）貯蔵品 

同    左 



  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

（１）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

建物        ３年～39年 

機械及び装置     ３年 

工具、器具及び備品 ３年～20年 

（１）有形固定資産 

同    左 

  （２）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、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．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

替相場により円換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同    左 

６．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

（１）貸倒引当金 

同    左 

  （２）返品調整引当金 

売上済商品の期末日後の返品損失

に備えるため、過去の経験率に基

づき計上しております。 

（２）返品調整引当金 

同    左 

  （３）ポイント引当金 

ポイントカード制度により顧客に

付与したポイントの使用による費

用負担に備えるため、当事業年度

末において将来使用されると見込

まれる額を計上しております。 

（３）ポイント引当金 

       同    左 

  （４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

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

退職給付引当金または前払年金費

用を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法に

より費用処理をしております。 

（４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

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

退職給付引当金または前払年金費

用を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法に

より費用処理をしております。 



  

  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号 

平成20年7月31日）を適用しており

ます。 

 なお、これによる営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失に与

える影響はありません。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

  （追加情報） 

 当事業年度において、当社の早

期退職優遇制度により大量退職者

が発生したため、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理（企

業会計基準適用指針第１号）」の

大量退職に該当すると判断し、退

職給付制度の一部終了に準ずる処

理を行い、退職給付制度一部終了

益として特別利益に45百万円を計

上しております。 

  

７．ヘッジ会計の方法 ――――――――――――  （１）ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用して

おります。  

 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ．ヘッジ手段…金利スワップ 

ｂ．ヘッジ対象…借入金の金利 

 （３）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

り、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）ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理

によっているため有効性の評価を省

略しております。  



  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

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取

得日から３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同    左 

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

（１）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

（１）消費税等の会計処理 

 同    左 

   （２）リース取引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。 

 （２）       同    左   

     



  

  

(7）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

              ――――――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益及び経常利益が7

百万円減少し、税引当期純利益が88百万円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は4百万円であります。  

(8）追加情報

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

              ――――――――――― （ポイント引当金戻入額）  

 当事業年度より、自社のポイントカード制度を見直し

「ベリテ・ダイヤモンドクラブ」を開始したことにとも

ないポイントの有効期限を 終買上日より２年から１年

に変更いたしました。また、商品交換特典の変更により

将来のポイント使用見込額が減少したため減少分21百万

円を特別利益に計上しております。 



(9）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金 百万円893 現金及び預金 百万円738

売掛金 百万円40

商品 百万円4,459

預け金 百万円55

長期預金 百万円360

計 百万円5,654

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

  

  

   

  なお、現金及び預金 百万円については、当座借越

契約に基づいて担保提供しています。当該契約に基づ

く当事業年度の借入実行残高は以下の通りでありま

す。 

  

短期借入金 百万円576

上記債務のほか、前払式証票の供託金に対する

銀行保証 百万円が担保されています。 50

843

当座借越限度額  百万円835

借入実行残高 百万円△576

差引額 百万円258

  

  なお、現金及び預金 百万円については、当座借越

契約に基づいて担保提供しています。当該契約に基づ

く当事業年度の借入実行残高は以下の通りでありま

す。 

  

短期借入金 百万円895

長期借入金 百万円200

計 百万円1,095

上記債務のほか、前払式証票の供託金に対する

銀行保証 百万円が担保されています。 50

100

当座借越限度額  百万円100

借入実行残高 百万円△100

差引額 百万円－

２      ──────────── 

  

  

※２ 短期借入金のうち、リボルビング・ローン契約によ 

る295百万円には財務制限条項がついており、下記の 

条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務に

ついて期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を

弁済しなければならないことが定められています。 

  

リボルビング・ローン契約に係る借入未実行残高

は、次のとおりであります。 

  

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20百万円以上維持 

      すること 

（ⅳ）自己資本が5,000百万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 

  

総借入限度額 百万円1,000

借入実行残高 百万円△295

差引額 百万円704



前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

 ３ 偶発債務 

   敷金及び保証金の流動化に伴う遡及義務  

                    百万円  36

 ３      ──────────── 

           

 ４ 受取手形の割引高は、 百万円であります。    227  ４ 受取手形の割引高は、 百万円であります。    219



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 他勘定振替高の内訳 ※１ 他勘定振替高の内訳 

販売費及び一般管理費 百万円38

営業外費用 百万円7

販売費及び一般管理費 百万円39

営業外費用 百万円11

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

  百万円  44

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

  百万円  45

※３ 販売費の割合はおおよそ ％であり、一般管理費

の割合はおおよそ ％です。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

82.6

17.4

※３ 販売費の割合はおおよそ ％であり、一般管理費

の割合はおおよそ ％です。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

82.9

17.1

広告宣伝費 百万円346

給料・手当 百万円1,837

地代家賃 百万円1,072

退職給付費用 百万円306

減価償却費 百万円102

広告宣伝費 百万円411

給料・手当 百万円1,693

地代家賃 百万円1,006

退職給付費用 百万円236

減価償却費 百万円103

 ４      ──────────── ※４ 前期損益修正益の内容は、次のとおりであります。

  

  

退職特別加算金戻入額 百万円17

※５ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。  

  

  

減損損失の金額 

  

 用途 種類 場所 
減損損失 

（百万円）

  

 店舗 

 資産 

・ 

 遊休 

資産等 

  

 建物附属設備 

 器具備品  

 長期前払費用 

 リース資産  

 電話加入権 

 東北地区  0

 関東地区  45

 中部地区  5

 近畿地区  13

 本社その他  27

   合計    93

 建物附属設備 26 百万円 

 器具備品 23 〃 

 長期前払費用 4 〃 

 リース資産 

 電話加入権 

10

27

〃 

〃 

    合計 93 〃 

※５ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。  

  

  

減損損失の金額 

  

 用途 種類 場所 
減損損失 

（百万円）

  

 店舗 

 資産 

・ 

 遊休 

資産等 

  

 建物附属設備 

 器具備品 

 ソフトウェア

 長期前払費用 

 リース資産  

 関東地区  33

 中部地区  11

 近畿地区  10

 中国地区  5

 本社その他  11

   合計    72

 建物附属設備 27 百万円 

 器具備品 24 〃 

 ソフトウェア 11 〃  

 長期前払費用 9 〃 

 リース資産 0 〃 

    合計 72 〃 



前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

て店舗を基本単位としてグルーピングしております。

また、遊休資産については、それぞれの個別物件ごと

にグルーピングしております。 

  店舗については、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、または、取締役会

において退店の決議がなされたため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上いたしました。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しておりますが、売却可能性が見込めな

いため、零としております。   

  当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

て店舗を基本単位としてグルーピングしております。

また、遊休資産については、それぞれの個別物件ごと

にグルーピングしております。 

  店舗については、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、または、取締役会

において退店の決議がなされたため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上いたしました。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しておりますが、売却可能性が見込めな

いため、零としております。   



前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

   

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数 
（千株） 

発行済株式     

普通株式  24,654  －  －  24,654

合計  24,654  －  －  24,654

自己株式     

普通株式（注）  1,589  6  －  1,596

合計  1,589  6  －  1,596

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数 
（千株） 

発行済株式     

普通株式  24,654  －  －  24,654

合計  24,654  －  －  24,654

自己株式     

普通株式（注）  1,596  2  －  1,599

合計  1,596  2  －  1,599



   

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、事業を展開する分野別に事業部門を設置し、仕入・販売の一貫した事業活動を展開しており、この事業

部門を基準として、「宝飾事業」と「ブランド事業」の２つを事業セグメントとしています。 

 なお、量的基準より判断して、当社の報告セグメントは「宝飾事業」のみとなるため、「報告セグメントごとの

売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法」等の記載を省略しております。 

   

（追加情報） 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を

適用しております。 

  

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

  れている科目との関係（平成22年３月31日現在）  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

  れている科目との関係（平成23年３月31日現在）  

    

現金及び預金勘定    百万円1,617

預入期間が３か月を超える定期預

金及び担保に供している定期預金  百万円△1,026

現金及び現金同等物   百万円591

現金及び預金勘定    百万円1,591

預入期間が３か月を超える定期預

金及び担保に供している定期預金  百万円△808

現金及び現金同等物   百万円783

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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であり、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 円 銭292 55

１株当たり当期純損失金額 円 銭32 11

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であり、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 円 銭284 90

１株当たり当期純損失金額 円 銭7 36

  
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純損失金額（△）（百万円）  △740  △169

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失金額（△） 

（百万円） 
 △740  △169

普通株式の期中平均株式数（株）  23,061,417  23,057,137



（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（１）重要な金銭消費貸借契約の締結  

 当社は、平成22年5月21日開催の取締役会の決議に基

づき、親会社の子会社であるディミンコＮ．Ｖ.に対

し、次のとおり貸付を実行しております。 

 ① 貸付先及び資金使途 

ディミンコＮ．Ｖ．がダイヤモンドを購入するた

めの前払資金  

 ② 貸付金額 

1,500,000米ドル  

 ③ 貸付金利 

２％  

 ④ 担保 

当社の親会社でありますディジコ・ホールディン

グス・リミテッドの100％子会社でありますディ

ミンコ・ジャパン株式会社から136百万円の約束

手形を担保として受け入れております。 

 ⑤ 実施時期 

   平成22年５月21日 

 ⑥ 返済期日及び返済方法 

平成22年６月30日元利一括返済  

（２）多額の資金の借入 

 当社は、平成22年5月21日開催の取締役会の決議に基

づき、当座借越契約による短期借入を実行しておりま

す。 

 ① 使途 

   運転資金 

 ② 借入先 

   バンク・オブ・インディア 

 ③ 実施時期 

   平成22年５月21日 

 ④ 借入金額 

   150百万円 

 ⑤ 借入利率 

   0.75％＋3ヵ月ＬＩＢＯＲ 

 ⑥ 返済期限 

   特段の定めはありません。 

 ⑦ 担保   

当社はバンク・オブ・インディアに対して、当座

借越契約に基づいて定期預金743百万円を担保提

供しています。当該契約に基づく借入実行残高は

以下の通りであります。   

   

当座借越限度額  百万円735

借入実行残高 百万円△626

差引額 百万円108

──────────── 



 リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職

給付関係、資産除去債務関係に関する注記事項について、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。 

（開示の省略）
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