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1.  平成23年10月期第2四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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10月期第2四半期 7,532 △9.4 △463 ― △563 ― △588 ―

22年10月期第2四半期 8,312 △16.2 △874 ― △1,023 ― △951 ―

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10月期第2四半期 △3.34 ―

22年10月期第2四半期 △5.41 ―

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10月期第2四半期 19,875 12,939 65.1 73.53
22年10月期 21,583 13,601 62.5 76.60

（参考） 自己資本   23年10月期第2四半期  12,939百万円 22年10月期  13,481百万円

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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年10月期 ― 0.00

23年10月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23年10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  無  
 

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 14,600 △4.2 △1,500 ― △1,700 ― △1,900 ― △10.80



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(4) 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きの対象外であり、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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含 
んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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10月期2Q 37,805,664株 22年10月期  37,805,664株

② 期末自己株式数 23年10月期2Q  1,817,853株 22年10月期  1,814,049株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期2Q 35,989,667株 22年10月期2Q 35,994,983株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の需要拡大及び政府による経済対策の効果

等により、景気回復の兆しは見られたものの、個人消費は依然として低調のまま推移いたしました。 

 宝飾業界におきましては、顧客嗜好の多様化、及び、業界内の競争激化等により、環境は引き続き厳

しい状況下にありました。 

 このような状況のもと、当社グループは新ＣＩ導入をはじめとする新ブランド戦略を引き続き推進し

ており、当第２四半期連結累計期間には、東京都千代田区に紀尾井町店、東京都立川市に立川高島屋

店、京都市に京都高島屋店、福岡市に博多阪急店をオープンし、販売拡大を進めております。併せて、

原価率の改善と販売費及び一般管理費の削減に注力いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は75億32百万円（前年同四半期比

9.4％減）、営業損益は４億63百万円の損失（前年同四半期は８億74百万円の損失）、経常損益は営業

外費用に財務制限条項の変更等に係る手数料を借入手数料として62百万円計上したこと等により５億63

百万円の損失（前年同四半期は10億23百万円の損失）となりました。 

 また、四半期純損益は特別利益に新株予約権戻入益１億20百万円、特別損失に資産除去債務会計基準

の適用に伴う影響額88百万円を計上したこと等により、５億88百万円の損失（前年同四半期は９億51百

万円の損失）となりました。 

  

セグメントの概況は、以下のとおりであります。 

小売事業 

当第２四半期連結累計期間の売上高は53億42百万円、営業損失は８億47百万円となりました。 

卸売事業 

当第２四半期連結累計期間の売上高は21億89百万円、営業利益は３億77百万円となりました。 

  

(資産、負債、純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ17億８百万円減少し198億75百万

円となりました。これは、主に流動資産においては現金及び預金の減少５億23百万円、固定資産におい

ては長期預金の減少５億円によるものであります。 

 負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ10億46百万円減少し69億35百万円となりました。

これは、主に有利子負債の減少８億36百万円、及び、未払金の減少４億50百万円によるものでありま

す。 

 純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ６億62百万円減少し129億39百万円となりまし

た。これは、主に新株予約権の減少１億20百万円、及び、当第２四半期連結累計期間の純損失計上によ

る利益剰余金の減少５億88百万円によるものであります。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から４億49百万円減

少し、31億２百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、19百万円の減少となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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これは主に、税金等調整前四半期純損失５億26百万円、新株予約権戻入益１億20百万円、未払金の減

少額３億10百万円、未収入金の減少額４億58百万円等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」は、３億92百万円の増加となりました。 

これは主に、定期預金の払戻による収入５億89百万円、有形固定資産の取得による支出４億34百万

円、敷金及び保証金の回収による収入２億59百万円等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」は、８億37百万円の減少となりました。 

これは、長期借入による収入15億円、長期借入金の返済による支出23億36百万円等によるものであり

ます。 

  

通期の業績につきましては、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災による業績への影響の不

確定要因が大きく予想が困難な状況でありますので、平成22年12月14日に公表いたしました連結業績予

想の修正は行いません。 

 今後、業績予想の修正等の開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

なお、業績予想は、同資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

該当事項はありません。 

  

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

① 資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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２四半期連結累計期間の営業利益は６百万円、経常利益は６百万円、税金等調整前

四半期純利益は94百万円減少しております。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額

は１億53百万円であります。 

  

② 表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結

累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

いた「未収入金の増減額(△は増加)」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲

記することとしております。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に含まれる「未収入金の増減額(△は増加)」は△61,891千円であります。 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

いた「未払金の増減額(△は減少)」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記

することとしております。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含まれる「未払金の増減額(△は減少)」は△256,488千円であります。 

前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

いた「敷金及び保証金の回収による収入」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区

分掲記することとしております。なお、前第２四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に含まれる「敷金及び保証金の回収による収入」は13,159千円であります。 
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,118,790 3,642,218

受取手形及び売掛金 803,083 748,060

商品及び製品 7,791,698 7,775,585

仕掛品 463,039 444,622

原材料 1,122,420 1,332,040

繰延税金資産 7,249 －

その他 961,825 1,393,260

貸倒引当金 △12,198 △12,201

流動資産合計 14,255,909 15,323,586

固定資産

有形固定資産 3,663,263 3,565,580

無形固定資産 124,510 122,482

投資その他の資産 1,831,331 2,571,906

固定資産合計 5,619,105 6,259,969

資産合計 19,875,014 21,583,556

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 612,129 556,227

1年内返済予定の長期借入金 215,574 529,974

未払法人税等 90,593 62,858

賞与引当金 2,042 96,957

その他 751,551 1,210,923

流動負債合計 1,671,890 2,456,941

固定負債

長期借入金 1,862,295 2,384,882

繰延税金負債 76,428 41,755

再評価に係る繰延税金負債 77,968 78,873

退職給付引当金 3,014,795 2,950,625

資産除去債務 172,088 －

その他 59,834 68,697

固定負債合計 5,263,411 5,524,835

負債合計 6,935,301 7,981,777
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,500,000 7,500,000

資本剰余金 8,809,343 8,809,343

利益剰余金 △2,352,558 △1,765,344

自己株式 △792,215 △791,935

株主資本合計 13,164,569 13,752,062

評価・換算差額等

土地再評価差額金 103,714 105,039

為替換算調整勘定 △328,570 △375,713

評価・換算差額等合計 △224,856 △270,674

新株予約権 － 120,391

純資産合計 12,939,712 13,601,779

負債純資産合計 19,875,014 21,583,556
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年４月30日)

売上高 8,312,612 7,532,100

売上原価 3,840,191 3,192,172

売上総利益 4,472,420 4,339,927

販売費及び一般管理費 5,347,092 4,803,348

営業損失（△） △874,671 △463,421

営業外収益

受取利息 5,017 3,019

保険配当金 7,900 4,386

スクラップ売却益 7,980 －

為替差益 － 32,577

雑収入 17,938 24,508

営業外収益合計 38,837 64,491

営業外費用

支払利息 106,482 63,191

借入手数料 － 62,336

為替差損 16,459 －

雑損失 64,526 39,023

営業外費用合計 187,467 164,551

経常損失（△） △1,023,301 △563,481

特別利益

固定資産売却益 32,645 4,320

貸倒引当金戻入額 － 4,167

新株予約権戻入益 － 120,391

未払金戻入益 63,146 －

特別利益合計 95,792 128,880

特別損失

固定資産除売却損 1,064 3,081

減損損失 19,413 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 88,223

その他 150 142

特別損失合計 20,627 91,447

税金等調整前四半期純損失（△） △948,137 △526,049

法人税、住民税及び事業税 36,920 29,405

法人税等還付税額 △22,363 －

法人税等調整額 △11,148 33,084

法人税等合計 3,408 62,489

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △588,539

四半期純損失（△） △951,546 △588,539
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年４月30日)

売上高 4,578,434 4,236,305

売上原価 2,273,618 1,937,028

売上総利益 2,304,816 2,299,277

販売費及び一般管理費 2,927,662 2,316,052

営業損失（△） △622,846 △16,774

営業外収益

受取利息 629 1,151

為替差益 13,518 13,651

スクラップ売却益 7,980 －

雑収入 4,962 10,249

営業外収益合計 27,090 25,051

営業外費用

支払利息 52,245 31,062

借入手数料 － 62,336

雑損失 49,086 36,047

営業外費用合計 101,332 129,446

経常損失（△） △697,087 △121,168

特別利益

固定資産売却益 30,145 4,320

貸倒引当金戻入額 － 1,576

未払金戻入益 63,146 －

特別利益合計 93,292 5,896

特別損失

固定資産除売却損 784 3,081

減損損失 19,413 －

その他 150 142

特別損失合計 20,348 3,223

税金等調整前四半期純損失（△） △624,143 △118,495

法人税、住民税及び事業税 23,395 16,888

法人税等還付税額 △22,363 －

法人税等調整額 △2,791 10,567

法人税等合計 △1,759 27,456

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △145,951

四半期純損失（△） △622,384 △145,951
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年４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（△） △948,137 △526,049

減価償却費 152,089 282,284

減損損失 19,413 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,210 △15,966

賞与引当金の増減額（△は減少） 656 △94,915

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,518 64,170

受取利息及び受取配当金 △5,117 △3,029

支払利息 106,482 63,191

為替差損益（△は益） △28,895 △22,947

固定資産除売却損益（△は益） △31,581 △1,239

株式報酬費用 126,769 －

売上債権の増減額（△は増加） 685,145 △38,015

たな卸資産の増減額（△は増加） 806,478 221,504

未収入金の増減額（△は増加） － 458,970

仕入債務の増減額（△は減少） 45,197 44,087

未払金の増減額（△は減少） － △310,659

新株予約権戻入益 － △120,391

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 88,223

その他 △94,932 58,160

小計 913,295 147,380

利息及び配当金の受取額 6,937 838

利息の支払額 △112,144 △113,630

法人税等の還付額 22,363 2,171

法人税等の支払額 △97,525 △56,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 732,926 △19,498

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 △41,371 △14,464

定期預金の払戻による収入 39,278 589,395

有形固定資産の取得による支出 △929,489 △434,184

有形固定資産の売却による収入 153,943 15,197

敷金及び保証金の回収による収入 － 259,461

その他 3,769 △22,844

投資活動によるキャッシュ・フロー △773,868 392,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 1,500,000

長期借入金の返済による支出 － △2,336,987

その他 △324 △279

財務活動によるキャッシュ・フロー △324 △837,266

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,161 14,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,104 △449,757

現金及び現金同等物の期首残高 5,594,792 3,552,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,570,688 3,102,356
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 事業区分の主な内容 

(1) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー 

(2) その他の地域……米国・ベルギー 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

小売事業 
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,419,112 3,893,499 8,312,612 ― 8,312,612

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 86,256 86,256 (86,256) ―

計 4,419,112 3,979,755 8,398,868 (86,256) 8,312,612

    営業利益又は 
    営業損失(△)

89,153 245,074 334,227 (1,208,898) △874,671

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,511,007 801,604 ― 8,312,612 ― 8,312,612

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

273,403 429,010 ― 702,413 (702,413) ―

計 7,784,410 1,230,614 ― 9,015,025 (702,413) 8,312,612

   営業利益又は 
   営業損失(△)

239,387 61,130 △2,176 298,341 (1,173,013) △874,671
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占め

る各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

1. 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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して「小

売事業」と「卸売事業」の２つを報告セグメントとしております。 

各事業の内容は下記のとおりであります。 

(1) 小売事業・・・店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業・・・国内卸売・海外卸売等 

  

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年11月１日 至 平成23年４月30日) 

 
(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額6,416千円は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「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。 

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,797,780

Ⅱ 連結売上高(千円) 8,312,612

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 21.63

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２小売事業 卸売事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 5,342,743 2,189,356 7,532,100 ― 7,532,100

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

120,110 135,937 256,047 (256,047) ―

計 5,462,853 2,325,294 7,788,148 (256,047) 7,532,100

セグメント利益又は損失(△) △847,473 377,635 △469,838 6,416 △463,421

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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