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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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3月期第2四半期 13,360 1.9 431 ― 497 ― 135 ―

22年3月期第2四半期 13,117 △9.5 △37 ― △109 ― △340 ―

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 12.14 ―

22年3月期第2四半期 △62.11 ―

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 30,598 8,965 29.3 803.59
22年3月期 31,948 8,953 28.0 801.69

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,965百万円 22年3月期  8,953百万円

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 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 16.00 16.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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  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 27,801 0.6 1,552 68.5 1,664 81.7 849 118.4 76.04
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(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の対象外であります。なお、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レビューを終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料における予想数値及び将来に関する記述は、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、経営環境の変化等により、本資料の予想数値または将来に関する記述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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 11,459,223株 22年3月期  11,459,223株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  302,338株 22年3月期  290,338株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 11,165,842株 22年3月期2Q  5,489,245株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業部門では、政府の景気刺激策による下支えや新興国の景

気拡大の牽引により、業績の回復が見られました。また、個人消費においても、給与所得や雇用環境が穏やかなが

ら好転するなか、政府のエコカー補助金給付などの底上げもあり、改善がみられました。一方で、急速に進んだ円

高や政策的消費底上げが途切れることから、景気先行きに対しては不透明感を深めました。 

また、当社の経営環境としては、当社の主な出店先である大型商業施設の売上高が、衣料品・身の回り品が前年

割れとなるなど低調に推移し、依然として厳しい状況にありました。  

以上の状況の下、店舗展開としては、当第２四半期連結累計期間において当社では２店舗を出店、３店舗を閉鎖

し、当四半期末店舗数は379店舗（前年同期末394店舗）となり、メガネ小売のキンバレー㈱では２店舗を出店、１

店舗を閉鎖し、39店舗（前年同期末36店舗）となりました。営業施策としては、合併したあずみ㈱との販売促進企

画や店舗運営、販売ノウハウの共通化・共有化を進め、既存店の掘り起こしを進めてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、既存店の改善が店舗の減少分を上回り133億60百万

円（前年同期比1.9％増）となりました。営業利益は、増収に加え前期に閉鎖した不採算店舗の固定費の減少や本部

管理費の削減などがあり４億31百万円（前年同期は37百万円の損失）となりました。経常利益は、負ののれんの償

却の増加などにより４億97百万円（前年同期は１億９百万円の損失）となり、四半期純利益は、店舗固定資産の減

損損失などにより１億35百万円（前年同期は３億40百万円の損失）となりました。 

主なセグメントの業績は次のとおりであります。  

＜宝飾品＞ 

当第２四半期連結累計期間の宝飾品セグメントの売上高は、124億85百万円となり、営業利益は、３億80百万円

となりました。  

＜眼鏡＞  

当第２四半期連結累計期間の眼鏡セグメントの売上高は、８億48百万円となり、営業利益は42百万円となりまし

た。 

  上記セグメントの業績の営業利益については、セグメント間取引消去前の金額を記載しております。   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の34億59百万円より４億19百万円

減少し、30億40百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは７億67百万円のプラス（前年同期は13億99百万円のプラス）となりまし

た。これは主に仕入債務の増加11億82百万円、たな卸資産の減少４億99百万円、税金等調整前四半期純利益３億15

百万円、売上債権の減少２億22百万円及び減価償却費１億95百万円等の資金増加と、未払金の減少14億34百万円及

び法人税等の支払額１億40百万円等の資金減少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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは41百万円のマイナス（前年同期は３億15百万円のマイナス）となりまし

た。これは主に敷金保証金の返還２億92百万の収入と、固定資産の取得２億14百万円、敷金保証金の差入71百万円

及びその他の投資活動による支出47百万円（純額）等の支出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） 

財務活動におけるキャッシュ・フローは11億44百万円のマイナス（前年同期は９億26百万円のマイナス）となり

ました。これは主に長期借入金の増加９億52百万円（純額）の収入と、短期借入金の減少13億76百万円（純額）、

社債の償還５億58百万円及び配当金の支払１億11百万円等の支出によるものであります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

当第２四半期連結累計期間の業績は、既存店の売上改善が当初見込以上に進んだこと等から売上、利益ともに業

績予想を上回りましたが、通期業績については、今後の消費動向等の経営環境が不透明であることから、現時点で

は平成22年５月17日付「平成22年３月期 決算短信」で公表した業績予想を変更しておりません。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。   

（２）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 

貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末

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減価償却資産については、当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

しております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測及びタック

ス・プランニングを利用し、算定しております。 

（特有の会計処理） 

税金費用の計算 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。  

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（連結の範囲に関する事項の変更）  

①連結の範囲の変更 

文昌白鳥珍珠有限公司は、重要性に乏しいため、当第２四半期連結会計期間末において連結の範囲から除外

しております。  

②変更後の連結子会社の数  

５社 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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及び経常利益は、それぞれ2,626千円減少し、税金等調

整前四半期純利益は、22,376千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24,982千円であります。 

（表示方法の変更）  

四半期連結損益計算書関係 

前第２四半期連結累計期間において営業外収益に掲記しておりました「受取手数料」は、当第２四半期連結

累計期間において営業外収益総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めておりま

す。なお、当第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」は24,697千円であ

ります。  

税金費用の計算について、当第２四半期連結累計期間においては、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計

処理によっているため「法人税等調整額」を法人税等に含め「法人税等合計」に掲記しており、前第２四半期

連結累計期間においては、原則法によっているため「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」に

区分して掲記しております。   

２．その他の情報
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「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する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

適用により、当第２四半期連結連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」を表示しておりま

す。 

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」に含めて表示し

ておりました「負ののれん償却額」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しており

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

「負ののれん償却額」は16,896千円であります。  

（追加情報）  

重要な引当金の計上基準 

投資損失引当金 

関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。

Ａｓ-ｍｅエステール㈱　（7872）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

4



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22年９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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,340,093 3,759,718

受取手形及び売掛金 2,060,936 2,282,737

商品及び製品 9,987,764 10,326,229

仕掛品 1,206,486 1,300,250

原材料及び貯蔵品 1,503,086 1,575,184

その他 763,882 770,693

貸倒引当金 △1,051 △1,317

流動資産合計 18,861,198 20,013,497

固定資産   

有形固定資産 2,611,497 2,669,635

無形固定資産 386,583 363,828

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,520,715 5,678,920

その他 3,369,416 3,226,359

投資損失引当金 △137,800 －

貸倒引当金 △13,487 △4,096

投資その他の資産合計 8,738,844 8,901,183

固定資産合計 11,736,926 11,934,647

資産合計 30,598,124 31,948,144

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,085,654 1,905,621

短期借入金 1,948,500 3,324,500

1年内返済予定の長期借入金 3,602,410 3,925,580

1年内償還予定の社債 1,016,000 1,066,000

未払法人税等 130,043 193,515

引当金 361,583 307,767

その他 1,468,083 2,907,743

流動負債合計 11,612,273 13,630,728

固定負債   

社債 940,000 1,448,000

長期借入金 5,982,930 4,706,900

退職給付引当金 1,235,520 1,193,343

役員退職慰労引当金 360,939 336,515

負ののれん 1,195,721 1,376,228

その他 305,153 302,477

固定負債合計 10,020,265 9,363,464

負債合計 21,632,539 22,994,193

Ａｓ-ｍｅエステール㈱　（7872）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

5



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,571,841 1,571,841

資本剰余金 3,403,618 3,403,618

利益剰余金 3,991,004 3,939,602

自己株式 △146,145 △142,271

株主資本合計 8,820,318 8,772,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 244,111 251,567

為替換算調整勘定 △98,845 △70,406

評価・換算差額等合計 145,266 181,161

純資産合計 8,965,584 8,953,951

負債純資産合計 30,598,124 31,948,144
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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

売上高 13,117,091 13,360,310

売上原価 5,228,378 5,191,971

売上総利益 7,888,713 8,168,338

販売費及び一般管理費 7,925,877 7,736,369

営業利益又は営業損失（△） △37,163 431,969

営業外収益   

受取利息 3,637 1,193

受取配当金 38,568 35,678

負ののれん償却額 16,896 180,506

受取手数料 39,042 －

為替差益 46,462 －

その他 44,635 64,658

営業外収益合計 189,244 282,037

営業外費用   

支払利息 222,405 183,083

為替差損 － 2,837

その他 39,184 30,580

営業外費用合計 261,589 216,501

経常利益又は経常損失（△） △109,509 497,505

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,143 －

投資有価証券売却益 3,445 1,700

保険解約返戻金 15,229 －

固定資産売却益 － 9

受取補償金 9,297 －

特別利益合計 30,116 1,709

特別損失   

固定資産除売却損 56,833 15,317

投資有価証券売却損 278 －

店舗閉鎖損失 22,198 2,040

減損損失 58,698 84,868

事務所移転費用 2,544 33,027

投資有価証券評価損 62,938 28,740

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,749

特別損失合計 203,490 183,743

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△282,883 315,470

法人税、住民税及び事業税 110,753 －

法人税等調整額 △94,970 －

法人税等合計 15,782 179,899

少数株主損益調整前四半期純利益 － 135,571

少数株主利益 42,292 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △340,959 135,571
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△282,883 315,470

減価償却費 212,820 195,430

減損損失 58,698 84,868

負ののれん償却額 － △180,506

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,307 9,124

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,560 42,296

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72,192 24,424

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,730 53,815

受取利息及び受取配当金 △42,205 △36,872

支払利息 222,402 183,083

投資有価証券評価損益（△は益） 62,938 28,740

売上債権の増減額（△は増加） 405,444 222,932

たな卸資産の増減額（△は増加） 509,943 499,124

仕入債務の増減額（△は減少） △13,546 1,182,115

未払金の増減額（△は減少） 641,416 △1,434,670

その他 20,763 △139,504

小計 1,728,583 1,049,872

利息及び配当金の受取額 40,118 36,818

利息の支払額 △225,481 △177,873

法人税等の支払額 △144,031 △140,898

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,399,189 767,917

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 △243,000 －

固定資産の取得による支出 △249,767 △214,989

敷金及び保証金の差入による支出 △27,625 △71,228

敷金及び保証金の回収による収入 182,627 292,566

その他 22,672 △47,844

投資活動によるキャッシュ・フロー △315,093 △41,495

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） 2,407,496 △1,376,000

長期借入れによる収入 80,000 3,294,000

長期借入金の返済による支出 △2,564,980 △2,341,140

社債の償還による支出 △658,000 △558,000

割賦債務の返済による支出 △59,258 △34,785

リース債務の返済による支出 △11,649 △13,153

長期未払金の返済による支出 △31,404 －

配当金の支払額 △43,428 △111,688

少数株主への配当金の支払額 △44,917 －

その他 － △3,874

財務活動によるキャッシュ・フロー △926,142 △1,144,642
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（単位：千円）

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) 

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

現金及び現金同等物に係る換算差額 △790 △916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 157,162 △419,136

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △489

現金及び現金同等物の期首残高 3,788,764 3,459,718

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,945,927 3,040,093
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該当事項はありません。   

[事業の種類別セグメント情報]  

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） 

（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）宝飾品小売事業  店舗販売・展示会販売等 

（２）宝飾品卸売事業  国内販売・ルート販売等 

[所在地別セグメント情報] 

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）  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、記載を省略しております。 

[海外売上高] 

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）  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
宝飾品小売事業

（千円） 
宝飾品卸売事業

（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  12,785,933  331,158  13,117,091  －  13,117,091

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  100,114  100,114  △100,114  －

計  12,785,933  431,272  13,217,206  △100,114  13,117,091

営業利益又は損失（△）  △80,619  40,319  △40,300  3,136  △37,163

Ａｓ-ｍｅエステール㈱　（7872）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

10



[セグメント情報]  

１．報告セグメントの概要 

当社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なっているものであり

ます。  

当社グループは、主に宝飾品及び眼鏡の製造販売を営んでおり、製品ごとに連結会社がそれぞれ事業展開

を行っております。  

したがって、当社は「宝飾品」及び「眼鏡」を報告セグメントとしております。   

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４月１日 至平成22年９月30日）  

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、服飾品等の販売事業

を含んでおります。  

２．セグメント利益の調整額8,846千円は、セグメント間取引消去であります。  

３．セグメント利益は、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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

当第２四半期連結累計期間において、「宝飾品」セグメント及び「眼鏡」セグメントにおける店舗の設備

等の固定資産について、それぞれ55,174千円及び29,694千円の減損損失を認識いたしました。   

（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。    

  

報告セグメント  
その他 

（注）１ 
合計  

調整額 

（注）２  

四半期連結

損益計算書

計上額 

 （注）３ 
宝飾品  眼鏡  計  

売上高                

外部顧客への売上高  12,485,549 848,074  13,333,623   26,686  13,360,310   －  13,360,310

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
  －   －   －   －   －   －   －

 計  12,485,549  848,074  13,333,623  26,686  13,360,310   －  13,360,310

セグメント利益    380,476   42,860   423,336   △214   423,122   8,846   431,969

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

Ａｓ-ｍｅエステール㈱　（7872）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

11


	サマリー10.11.4.pdf
	短信添付資料



