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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

(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 ％

25年3月期第2四半期 4,372 △1.0 △304 ― △343 ― △456 ―
24年3月期第2四半期 4,417 △8.2 △166 ― △230 ― △267 ―

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

25年3月期第2四半期 △18.69 ―
24年3月期第2四半期 △11.58 ―

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

25年3月期第2四半期 10,443 6,315 60.4 232.02
24年3月期 11,266 6,355 56.4 275.69
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 6,315百万円 24年3月期 6,355百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 9,721 ― 246 ― 254 ― 112 ― 4.59



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 27,230,825 株 24年3月期 24,654,825 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 12,910 株 24年3月期 1,601,231 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 24,441,048 株 24年3月期2Q 23,054,975 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す。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、実際の業績等は、
今後の様々な要因によって予想通知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.「１.当四半期決算に関する定性
的情報（３）業績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、昨年３月に発生した東日本大震災とその後の福島原発事故により

経済活動に大きな影響を受けましたが、復興需要等を中心として設備投資や個人消費は穏やかに改善しました。し

かしながら、欧州の債務危機や中国等新興国の経済成長率の鈍化による世界経済の減速、円高の長期化等により、

景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

宝飾品小売業界におきましても、絆需要を背景に一部では回復の兆しが見られますが、デフレ傾向の継続等によ

り個人消費は力強さを欠き、業界内の競争はますます激化し、市場環境は依然と厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、宝飾事業部門では営業体制を再編し、お客様の状況や競合状況等により全店を３つのグ

ループに分け、グループごとに販売方針を明確にし、グループ特性にあったセールや展示会を開催し、売上の拡大

と利益の向上に努めました。

店舗面におきましては、アクセサリーの新業態店「MiMiKaZaRi」を伊勢丹新宿本店に出店するとともに宝飾事業

にて１店舗の閉店を実施し、店舗の集約と業態の拡大に努めてまいりました。

また、特別損失として投資有価証券評価損を76百万円計上いたしました。

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は4,372百万円（前年同四半期比1.0％減）、営業損失は304百万円

（前年同四半期は営業損失166百万円）、経常損失は343百万円（前年同四半期は経常損失230百万円）、四半期純

損失は456百万円（前年同四半期は四半期純損失267百万円）となりました。

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

〔宝飾事業〕

当第２四半期累計期間の宝飾事業の外部顧客に対する売上高は4,003百万円（前年同四半期比7.7％減）となり、

セグメント利益は358百万円（前年同四半期比22.2％減）となりました。

〔ブランド事業〕

当第２四半期累計期間のブランド事業の外部顧客に対する売上高は368百万円（前年同四半期比365.8％増）とな

り、セグメント損失は101百万円（前年同四半期は190百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

①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10,443百万円となり、前事業年度末に比べ823百万円の減少となり

ました。これは主に、商品、現金及び預金が減少したこと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4,127百万円となり、前事業年度末に比べ783百万円の減少となりま

した。これは主に、短期借入金、支払手形及び買掛金が減少したこと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6,315百万円となり、前事業年度末に比べ40百万円の減少となり

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と自己株式消却にともなう資本剰余金の減少に

よるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末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302百万円（41.8％）の増加となりました。当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその要

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）

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は95百万円（前年同四半期は資金の減少1,254百万

円）となりました。これは主に、たな卸資産の減少574百万円及び仕入債務の減少219百万円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）

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の増加は298百万円（前年同四半期は資金の減少111百万円）

となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1,826百万円及び定期預金の預入による支出1,404百万円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は91百万円（前年同四半期は資金の増加1,694百万

円）となりました。これは主に、短期借入金の減少91百万円によるものであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表しました平成24年３月期 決算短信 ３.連

結業績予想から修正しております。詳細につきましては、昨日（平成24年11月12日）公表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。

また、今後の見通しにつきましては、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であ

ります。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却費方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響額は軽微であります。

当社は、当第２四半期累計期間において304百万円の営業損失を計上し、前々期は営業利益を確保したものの、

それまで２期連続して営業損失を計上し、前期も営業損失を計上しております。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、当社は、平成24年５月にアストン ラグジュアリーグループ リミテッドより400百万円の短期借入を行

い、更に平成24年７月に株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン及びＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

と総貸付極度額2,000百万円の融資契約を締結し1,500百万円を借入れ、日本ＧＥ 株式会社の借入全額を返済し融

資契約を解除しました。

更に平成24年８月には、400百万円の短期借入を行ったアストン ラグジュアリーグループ リミテッドとの間で

資本業務提携契約を締結し、同社を割当先とする第三者割当増資を行い、400百万円の短期借入のうち399百万円を

資本金および資本準備金に充当しております。

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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,016 1,883

受取手形及び売掛金 1,022 1,188

商品 5,292 4,720

その他 704 501

貸倒引当金 △21 △29

流動資産合計 9,014 8,264

固定資産

有形固定資産 564 515

無形固定資産 22 18

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,261 1,308

その他 419 351

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 1,665 1,644

固定資産合計 2,252 2,178

資産合計 11,266 10,443

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,000 780

短期借入金 2,891 2,400

未払法人税等 72 41

返品調整引当金 28 30

その他 511 426

流動負債合計 4,503 3,679

固定負債

長期借入金 200 200

退職給付引当金 175 214

ポイント引当金 27 29

その他 4 5

固定負債合計 407 448

負債合計 4,911 4,127

純資産の部

株主資本

資本金 3,772 3,972

資本剰余金 4,052 3,928

利益剰余金 △1,123 △1,580

自己株式 △326 △2

株主資本合計 6,375 6,318

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19 △2

評価・換算差額等合計 △19 △2

純資産合計 6,355 6,315

負債純資産合計 11,266 10,443
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 4,417 4,372

売上原価 1,934 1,972

売上総利益 2,482 2,399

販売費及び一般管理費 2,648 2,704

営業損失（△） △166 △304

営業外収益

地金売却益 8 8

受取手数料 20 11

雑収入 8 3

協賛金収入 － 21

その他 4 0

営業外収益合計 41 44

営業外費用

支払利息 20 33

為替差損 40 16

支払手数料 34 25

その他 8 7

営業外費用合計 104 83

経常損失（△） △230 △343

特別損失

店舗撤退損 9 5

減損損失 0 3

投資有価証券評価損 － 76

特別損失合計 9 84

税引前四半期純損失（△） △239 △428

法人税、住民税及び事業税 27 28

法人税等調整額 0 0

法人税等合計 27 28

四半期純損失（△） △267 △456
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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（△） △239 △428

減価償却費 54 75

減損損失 0 3

店舗撤退損 9 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 38

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6 2

為替差損益（△は益） 39 14

投資有価証券評価損益（△は益） － 76

支払手数料 34 25

支払利息 20 33

売上債権の増減額（△は増加） △45 △165

たな卸資産の増減額（△は増加） △906 574

仕入債務の増減額（△は減少） △97 △219

その他 △82 175

小計 △1,167 218

支払手数料の支払額 △38 △58

利息の支払額 △19 △45

法人税等の支払額 △54 △56

その他 26 38

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,254 95

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 △1,360 △1,404

定期預金の払戻による収入 1,281 1,826

有形固定資産の取得による支出 △104 △71

無形固定資産の取得による支出 △12 －

投資有価証券の売却による収入 5 －

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 7 －

敷金及び保証金の差入による支出 △56 △125

敷金及び保証金の回収による収入 156 72

その他 △26 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △111 298

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） 1,695 △91

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,694 △91

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 319 302

現金及び現金同等物の期首残高 783 721

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,102 1,023
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該当事項はありません。

当社は、平成24年８月31日付で、アストン ラグジュアリーグループ リミテッドから第三者割当増資の払込みを

受けました。この結果、当第２四半期累計期間において資本金が199百万円、資本剰余金が199百万円増加しており

ます。

また、当社は取締役会決議に基づき、平成24年８月31日付にて、1,590,000株の自己株消却手続を完了したこと

により、同期間において自己株式が324百万円減少し、資本剰余金も同額減少いたしました。当第２四半期会計期

間末において自己株式は２百万円となっております。

これらにより、当第２四半期累計期間末において資本金が3,972百万円、資本剰余金が3,928百万円となっており

ます。

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）

１．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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△436百万円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用436百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

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

２．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。

Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

１．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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用 百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

（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）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２

宝飾事業
ブランド

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 4,338 79 4,417 － 4,417

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 4,338 79 4,417 － 4,417

セグメント利益又は損失（△） 461 △190 270 △436 △166

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２

宝飾事業
ブランド

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 4,003 368 4,372 － 4,372

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 4,003 368 4,372 － 4,372

セグメント利益又は損失（△） 358 △101 257 △561 △304

△561

561
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２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．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

「宝飾事業」セグメントにおいて、閉店が確定した店舗の資産について減損損失を計上しております。な

お、当該減損損失の計上額は、当第２四半期累計期間においては３百万円であります。
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