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１．平成18年1月期の業績（平成17年2月1日～平成18年1月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年1月期 3,512 ( 0.3) 84 (△57.9) 90 ( △55.1)

17年1月期 3,502 ( 5.5) 201 (  26.7) 200 (　 29.3)

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年1月期 △27 (　 －　) △6 85 － － △1.6 3.7 2.6

17年1月期 118 (△14.0 ) 29 93 － － 7.1 8.3 5.7

（注）①持分法投資損益 18年1月期 －百万円 17年1月期 －百万円
②期中平均株式数 18年1月期 3,953,853株 17年1月期 3,955,594株
③会計処理の方法の変更 　無
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年1月期 5 00 0 00 5 00 19 － 1.2

17年1月期 5 00 0 00 5 00 19 16.7 1.2

（注）18年1月期期末配当金の内訳　　普通配当　5円00銭

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年1月期 2,481 1,662 67.0 420 48

17年1月期 2,438 1,708 70.1 432 12

（注）①期末発行済株式数 18年1月期 3,952,808株 17年1月期 3,954,894株
②期末自己株式数 18年1月期 7,192株 17年1月期 5,106株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年1月期 △232 130 57 196

17年1月期 105 △22 △96 240

２．平成19年1月期の業績予想（平成18年2月1日～平成19年1月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 1,730 41 19 0 00 　― 　―

通　期 3,900 200 94 　― 6 00 6 00

（参考）①１株当たり予想当期純利益（通期）　　23円74銭

 　　　 ②１株当たり年間配当金につきましては、普通配当５円、第４０期記念配当１円の増配を予定しております。

※　上記に記載した予想数値は、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、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。



１．企業集団の状況
　当社は子会社を有しておらず、連結財務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況の記載はありません。

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　「より楽しめるジュエリー」即ち「エンタテイメントジュエリー」を消費者が買い求める時代を迎えました。皆様

の光彩工芸は、お客様の五感に訴求する機能性、デザイン性、色彩、そして触感が豊かに溢れるような「エンタテイ

メントジュエリー」を開発、生産、販売するプロデューサーたることを基本方針とします。

光彩工芸パートナーシップ

MISSION（使命）

私たちはスーパー・エンタテイメント・プロデューサーです。ビジュ創りを通じて期待を超える驚き、湧き上がる

感動、純真な憧れ、そして、所有することの喜びを、世界中の男女のために、惜しみなく演出します。

VISION（目標）

１．私たちは世界最高のビジュ造りにこだわり続け、地上最強のチームとして世界的に認知されます。

１．私たちは使命を通じて、チーム一人一人がプロとしての自己を実現します。

１．私たちはあらゆる人々の人生に潤いと喜びを与え、世界平和の実現に貢献します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　株主に対する利益還元を、重要な経営課題の一つと認識しております。日々変動する経営環境に耐え得る企業体質

づくりを進め、収益拡大に努めるとともに、安定した配当の継続を、業績に応じて行うことを基本方針としております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図るうえで、投資単位の引下げは経営上の重要な事項と認識し、今後も慎

重に検討を進めてまいります。

(4）目標とする経営指標

　株主価値重視と効率的経営の観点から、株主資本当期純利益率、総資本経常利益率の向上に努めております。また、

特に営業活動によるキャッシュ・フローを意識し、健全な経営状態を継続してまいります。

(5）中長期的な経営戦略

　ジュエリー受注事業につきましては、既存の販路に加え、ナショナルチェーン店との取引拡大、専用工作機械の導

入による高付加価値商品の開発・販売などにより、売上高の拡大を目指してまいります。ジュエリーパーツ事業につ

きましては、高級パーツおよび高品質・低価格商品の開発、ピアスパーツ、クラスプ等の内製化への取り組み、事業

の新しい柱となる商品の開発、市場でのシェアアップなどにより、平成２１年１月期において、売上高50億円を目標

に取り組んでまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、国内外ともに景気の回復傾向が顕著になってきているものの、原油価格の高騰によ

る経済全般への影響、倒産件数に減少傾向が見られないことなど、本格的な景気回復が実現するかについては懸念さ

れる点も残っております。また、当社の置かれているジュエリー業界におきましては、金、プラチナなど原材料の価

格高騰が続いていることから、更なるコストの削減、低コストの素材開発などが重要な課題となっております。

　この他、人口減少、高齢化に伴う購買層の変化を背景とし、ジュエリーパーツ市場におきましては、低価格かつ高

品質商品の投入競争が続き、ジュエリー市場におきましてはセミオーダー商品や高付加価値商品が多く求められるよ

うになるなど、ジュエリーメーカーに対する市場からの要求は実に多様なものとなっております。ジュエリー業界に

おける価格や品質面での競争は今後も厳しさを増し、顧客ニーズの多様化ともあいまって、いっそうの企業努力が必

要であると思われます。

　このように、様々な状況の変化が続く中で、当社はこれに的確に対応できるよう社内環境の整備を進めるとともに、

「事業発展トライアングル」（生活者のライフスタイル向上に貢献することにより、会社と個人の成長・より良い生

活環境の実現を図る）を来期のキーワードとして、以下のような諸施策への取り組みを続けてまいります。顧客企業

の期待に応え信頼を勝ち得ることで、更なる事業の発展と社会への貢献を目指していく所存であります。
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ジュエリー受注事業につきましては、

    １）既存の販路（主にデパートブランドチェーン）の更なる開拓と深耕に加え、全国ショッピングセンター内への

        出店店舗数を増やしつつあるナショナルチェーン店との取り組み営業を強化し、売上高を拡大していきます。

    ２）ＯＥＭ生産によるマリッジリング、セミオーダージュエリーについて、積極的に商品開発を行い、販売比率を高　

　　　　めていきます。

    ３）最新型マシニングセンター（全自動切削加工機）など新規設備の導入により、形状精度及び耐久性を大幅に向上　　　

　　　　した高付加価値型商品の開発、販売を展開していきます。

 　　

     ジュエリーパーツ事業につきましては、

１）ピアスパーツ、クラスプなどの、内製化によるコスト削減を行っていきます。

２）カイゼン活動により、高品質な商品の安定的かつ短納期での供給を継続していきます。

３）空枠（半製品ジュエリー）など、事業の新しい柱となるアイテムの開発、新規顧客の獲得を推進していきます。

 

　また、ジュエリー受注事業、ジュエリーパーツ事業の双方に共通する課題としましては、 

１）素材価格の変動に対処するために、素材価格の販売価格への転嫁を迅速に実行できるような販売価格決定システ

　　ムの見直し、改良を行います。

　　また、リスクを限定する範囲内において、より安全性の高い金融商品を利用し、素材価格の変動リスクを回避し

　　ていきます。

２）中途採用、新卒採用枠の拡大及び社内教育システムの導入・改良及び人事評価制度の見直しの実施により人材　

　　の早期戦力化を推進し、新たな事業機会への取り組みについて迅速・確実に対処していきます。

３）新コンピュータシステムの導入準備を行い、購買管理による仕入のコストダウン、生産納期の短縮、生産間接コ　

　　ストの削減を目的として取り組んでいきます。

４）これまでの与信管理システムのうち、プロセス管理に重点を置いたリスクマネジメントシステムの運用を行って

　　いきます。

５）アジア産輸入商品の市場流通が拡大している状況を踏まえ、最新鋭の成分分析装置を導入し、国内メーカーと

　　して貴金属の品位（金、プラチナなどの含有割合）、宝石の鑑別精度を保証する体制を構築していきます。

　これらの施策を確実に実行することにより、目標とする収益の確保と経営の安定化を図ってまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

１）コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

　当社は継続企業として経営の健全化、透明性、効率性を意識し、ジャスダック上場企業として利害関係者の方々

　の満足度を高めることを常に念頭におき、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　当社の取締役会は、平成１８年１月末現在取締役４名で構成し、毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ

て臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状

況を逐次監督しております。

②　当社の監査役会は、平成１８年１月末現在監査役３名（うち２名は社外監査役）であります。取締役会はもと

より社内の重要な会議に出席し、会社の状況及び経営の執行状況についても監査を実施しているほか、監査役

相互に密接な情報交換を行うなど経営監視機能の充実を図っております。更に、経営の妥当性を高めていく観

点から、内部監査を適宜実施することにより業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証し、経営者に対して助言

や提言をしております。

③　会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　社外監査役２名と当社の間に、人的関係、資本的関係等はありません。

④　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　平成１８年１月期は２５回に及ぶ取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定す

　るとともに、業務執行状況を監督しております。
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(8）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　株式会社エスティオは、当社発行済株式の50.2％を所有しており、当社との業務上の関係は、損害保険代理業とし

て当社及び従業員の火災保険等を取り扱っております。

  (9）内部管理体制の整備・運用状況

    ①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況、内部管理体制の整備状況      

 　　　当社の業務部門は、ジュエリー、ジュエリーパーツ製品の生産を行なう「生産部門ユニット」、各製品の営業活

　　 動を行なう「営業ユニット」の２部門で構成されています。一方管理部門は、社長直轄の「経営企画室」「生産管

     理室」と経理・総務・流通購買管理部門を統括する「全社サービスグループ」により構成されています。

　   　現在、人事評価制度の見直しと、新コンピューターシステムの導入準備を行なうことにより、更なる各部門の権

　　 限と責任の明確化、相互による牽制機能の拡充を目指しております。

 

 　　②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

 　　　取締役会、臨時取締役会、監査役会の他に、社長と各部門の管理責任者で構成される会議を、毎月２回開催して

　　 おり、各部門における懸案事項について素早い意思決定が可能となっております。また、部門横断的な各種プロジ 

     ェクト活動に各社員が参加し、コスト削減や社内環境の改善に努めております。その他の取り組みといたしまして

　　 は、ＩＳＯ９００１認証を２００５年５月に取得しており、定期的な外部審査と社内監査を実施しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績　　当期の概況

　当期における我が国の経済は、企業収益の改善、設備投資の増加、個人消費の緩やかな増加など、景気回復の動き

が明らかになってまいりました。また、世界的にも中国などが例に挙げられるように景気の拡大が進んでおり、長期

化したデフレ経済からの脱却が進んでいくものと思われます。しかし、原油価格の高騰が未だに続いていることや、

雇用情勢に明確な改善傾向が現れていないことなどを考慮いたしますと、先行きを楽観視することはできない状況で

あると認識しております。

　このような経済情勢の中、当社では今期の対処すべき課題として、ＯＥＭ生産によるマリッジリング、セミオーダー

ジュエリー等の新規開発、販売経路の拡大及び高品位かつ低価格な商品の開発などに注力してまいりました。併せて、

新素材の開発、教育・研修による従業員の能力向上、人事考課制度の見直し及び内部統制制度の構築による社内環境

の整備など、より質の高い経営活動を推進するための取り組みを始めております。

　このような活動の結果、ジュエリー受注事業の売上高は1,771百万円（前期比99.3％）、ジュエリーパーツ事業の売

上高は1,656百万円（前期比102.9％）、その他の売上高は84百万円（前期比77.7％）、売上高の総額は3,512百万円

（前期比100.3％）と増収になりました。しかし、経常利益につきましては、金・プラチナなど、原材料価格の急激な

高騰による収益性の一時的な低下及び将来の事業展開を見据えた中途採用枠の拡大、最新設備の導入によるコスト増

加などの要因により、90百万円（前期比44.9％）となり減益となりました。

　また、当期純損失につきましては、得意先の民事再生手続に伴う40百万円の貸倒引当金の計上および創業者に対す

る120百万円の役員退職慰労金の計上を行ったことから、27百万円の当期純損失(前期は118百万円の利益)となりました。

 

(2）財政状態　　キャッシュ・フローの状況

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に対して44百万円減少し、当期末残高は

 196百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において営業活動の結果使用した資金は232百万円（前年同期は得た資金105百万円）となりました。これは

主に当期純損失を計上したためです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において投資活動の結果得た資金は130百万円（前年同期は使用した資金22百万円）となりました。これは主

に、保険積立金の解約によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において財務活動の結果得た資金は57百万円（前年同期は使用した資金96百万円）となりました。これは主

に、短期借入金の借入によるものです。

　なおキャッシュ・フロー指標については次の通りであります。

14年１月期 15年１月期 16年１月期 17年１月期 18年１月期

自己資本比率（％） 53.7 61.8 67.2 70.1 67.0

時価ベースの自己資本比率（％） 20.9 39.2 50.7 68.0 76.2

債務償還年数（年） 3.1 4.3 16.4 3.8 －

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 17.0 13.8 2.9 12.5 －

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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出しております。

２．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。

３. １８年１月期の債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナ

スであったため－表示しております。
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 (3）次期の見通し

　次期におきましては、国内外ともに景気の回復が続いていくと予想されますが、ジュエリー業界におきましては、

金、プラチナなど原材料価格の高騰が続いていることなど懸念される要因もあり、経営環境の厳しさは今後も続いて

いくものと思われます。

　そのような状況下ではありますが、当社ではＯＥＭ生産によるマリッジリング、セミオーダージュエリー市場への

積極的な参入、新規設備の導入による高付加価値商品の開発など諸施策の実施により、売上高3,900百万円、経常利

益200百万円、当期純利益94百万円を見込んでおります。

 

 (4）事業等のリスク

　　当社の事業展開に際し、リスク要因になる可能性があると考えられる主要な事項を記載しております。また事業上の　

　リスクとしては想定していない事項であっても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については積極的　

　に開示する方針であります。尚、文中における将来に関する事項は、当事業年度末(平成18年1月31日)現在において当

　社が判断したものであります。 

 

 １）不良債権発生防止管理体制

  　当社の事業はジュエリー受注生産及びジュエリーパーツ生産を主としており、販売先の倒産などによる不良債権の発

　生防止について、取引先毎に与信限度額を設けるなど管理体制の強化に努めておりますが、万一、不良債権が発生した

　場合は当社の業績に影響を及ぼす場合があります。

 ２）生産体制　

  　当社のジュエリー受注事業はＯＥＭ生産を主としており、顧客企業への売上は、その顧客企業の業績や当社が管理で

　きない要因により大きな影響を受けます。また当社は製造コスト削減等による価格競争強化に努めておりますが、顧客

　の要求に応じるための値下げは当社の利益率を低下させる可能性があります。顧客企業の業績不振、契約の予期しない

　打切り、顧客企業の調達方針の変化、顧客の要求に応じるための値下げは当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま　

　す。 

 ３）品質管理体制

  　当社は、徹底した品質管理に努めておりますが、特異な要因による不良発生の可能性は完全には否定できません。こ

　のことにかかる製品回収責任等が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ４）知的財産権

  　当社は、取引先等との秘密保持契約など知的財産権の確保に努めておりますが、他社から当該権利を侵害される可能

　性は否定できず、この場合、係争事件に発展することも含め、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ５）地金価格の変動　

  　当社は、主要な原材料である地金について、安定的な購買に努めておりますが、急激な地金相場の変動などにより売

　上総利益率などに影響を受ける可能性があります。

 ６）人材の確保及び育成

  　当社は、優れた人材の確保及び育成を重要な課題とし、積極的な採用活動と社員研修・教育を実施しております。し

　かし、これらの施策が充分に効果を発揮しない場合、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※５ 331,413 304,891

２．受取手形 250,841 174,640

３．売掛金 459,338 588,409

４．商品 3,451 2,039

５．製品 158,922 157,023

６．原材料 34,146 102,702

７．仕掛品 524,277 633,630

８．貯蔵品 1,316 3,803

９．前払費用 6,109 4,095

10．繰延税金資産 8,845 26,207

11．未収入金 84 1,406

12．その他 745 11

13．貸倒引当金 － △12,843

流動資産合計 1,779,493 73.0 1,986,018 80.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 739,953 739,953

減価償却累計額 568,921 171,032 581,182 158,771

２．構築物 31,648 30,076

減価償却累計額 28,276 3,372 27,064 3,011

３．機械及び装置 381,481 392,036

減価償却累計額 317,394 64,087 328,568 63,468

４．工具・器具及び備品 233,633 237,105

減価償却累計額 206,473 27,159 213,592 23,513

５．土地 ※１ 179,386 155,636

６. 建設仮勘定 2,793 5,430

有形固定資産合計 447,830 18.4 409,831 16.5
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前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(2）無形固定資産

１．電話加入権 1,723 1,723

２．ソフトウェア 15,670 8,853

無形固定資産合計 17,394 0.7 10,577 0.5

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 48,445 38,116

２. 破産更生債権等 － 44,747

３．長期前払費用 153 85

４．繰延税金資産 12,417 8,758

５．保証金 1,160 1,160

６．保険積立金 122,479 15,045

７．会員権 30,000 25,000

８．長期未収入金 4,740 3,130

９．貸倒引当金 △26,020 △61,290

投資その他の資産合計 193,374 7.9 74,752 3.0

固定資産合計 658,599 27.0 495,160 20.0

資産合計 2,438,092 100.0 2,481,179 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 42,261 42,163

２．買掛金 59,819 165,909

３．短期借入金 230,000 380,000

４．１年以内返済予定長期借
入金

※１ 71,936 46,016

５．未払金 41,760 47,131

６．未払費用 35,559 39,242

７．未払法人税等 96,284 4,701

８．未払消費税等 5,686 2,949

９．前受金 384 172

10．預り金 4,459 1,898

流動負債合計 588,153 24.1 730,183 29.4
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前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 96,432 50,416

２．退職給付引当金 44,510 38,500

固定負債合計 140,942 5.8 88,916 3.6

負債合計 729,095 29.9 819,099 33.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 602,150 24.7 602,150 24.3

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 509,290 509,290

資本剰余金合計 509,290 20.9 509,290 20.5

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 36,206 36,206

２．任意積立金

別途積立金 430,000 530,000

３．当期未処分利益または
　　当期未処理損失（△）

123,977 △22,873

利益剰余金合計 590,183 24.2 543,332 21.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※３ 8,573 0.3 9,436 0.4

Ⅴ　自己株式 ※４ △1,199 △0.0 △2,129 △0.1

資本合計 1,708,997 70.1 1,662,080 67.0

負債・資本合計 2,438,092 100.0 2,481,179 100.0

－ 8 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．製品売上高 3,393,569 3,427,616

２．商品売上高 109,065 3,502,634 100.0 84,720 3,512,336 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 1,967 3,451

２．製品期首たな卸高 151,913 158,922

３．当期商品仕入高 80,066 55,091

４．当期製品製造原価 2,828,353 2,979,367

合計 3,062,301 3,196,833

５．他勘定振替高 ※２ △20,668 △3,180

６．商品期末たな卸高 3,451 2,039

７．製品期末たな卸高 158,922 157,023

８．原材料評価損 ※３ 389 2,920,985 83.4 △415 3,040,534 86.6

売上総利益 581,649 16.6 471,802 13.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 380,553 10.9 387,157 11.0

営業利益 201,095 5.7 84,645 2.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 29 40

２．受取配当金 1,020 983

３．受取地代家賃 2,030 1,910

４．受取助成金 2,341 1,009

５．保険配当金 132 4,088

６．雑収入 3,003 8,557 0.2 2,447 10,479 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 7,680 5,078

２．雑損失 1,224 8,905 0.3 4 5,082 0.1

経常利益 200,747 5.7 90,042 2.6
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前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

投資有価証券売却益 7,688 27,602

受取補償金 － 6,700

貸倒引当金戻入益 315 －

固定資産売却益  ※４ － 8,003 0.2 10 34,312 1.0

Ⅶ　特別損失

１．貸倒引当金繰入額 － 40,260

２. 固定資産売却損  ※５ － 1,750

３．固定資産除却損 ※６ － 242

４．役員退職慰労金 － 120,000 162,253 △4.6

税引前当期純利益または
税引前当期純損失（△）

208,751 6.0 △37,897 △1.1

法人税、住民税及び事業
税

103,663 3,334

法人税等調整額 △13,308 90,355 2.6 △14,155 △10,821 0.3

当期純利益または当期純
損失（△）

118,396 3.4 △27,076 △0.8

前期繰越利益 5,581 4,202

当期未処分利益または当
期未処理損失（△）

123,977 △22,873
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 2,028,735 68.3 2,168,163 69.9

Ⅱ　労務費 349,548 11.8 357,545 11.6

Ⅲ　経費 ※１ 590,251 19.9 574,829 18.5

当期総製造費用 2,968,534 100.0 3,100,538 100.0

仕掛品期首たな卸高 406,958 524,277

計 3,375,492 3,624,816

仕掛品期末たな卸高 524,277 633,630

他勘定振替高 ※２ 22,861 11,818

当期製品製造原価 2,828,353 2,979,367

　（注）

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１．経費には次のものが含まれております。 ※１．経費には次のものが含まれております。

外注加工費 397,933千円

減価償却費 28,735千円

外注加工費       383,809千円

減価償却費       27,528千円

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

金型売上原価振替高 22,969千円

その他 △107千円

計 22,861千円

金型売上原価振替高       12,518千円

その他   △700千円

計      11,818千円

　３．原価計算の方法

単純総合原価計算を採用しております。

　３．原価計算の方法

単純総合原価計算を採用しております。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前当期純利益または
税引前当期純損失（△）

208,751 △37,897

減価償却費 46,276 41,477

退職給付引当金の増減額 2,840 △6,010

貸倒引当金の増減額 △3,649 53,104

受取利息及び受取配当金 △1,050 △1,024

投資有価証券売却益 △7,688 △27,602

固定資産売却損 － 1,750

固定資産除却損 220 242

固定資産売却益 － △10

支払利息 7,680 5,078

売上債権の増減額 91,008 △52,870

たな卸資産の増加額 △140,065 △177,084

仕入債務の増減額 △66,125 105,991

未払債務の増減額 △6,594 8,906

未払消費税等の減少額 △9 △2,737

受取補償金 － △6,700

役員退職慰労金 － 120,000

破産更生債権等の増加額 － △44,747

その他 △3,080 206

小計 128,512 △19,928

利息及び配当金の受取額 1,048 1,019

利息の支払額 △8,396 △4,962

補償金の受取額 － 6,700

役員退職慰労金の支払額 － △120,000

法人税等の支払額 △15,933 △94,917

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

105,231 △232,089
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前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

△18,009 △18,013

投資有価証券の売却によ
る収入

10,218 45,255

投資有価証券の取得によ
る支出

△2,861 △6,009

有形固定資産の売却によ
る収入 

－ 22,000

有形固定資産の取得によ
る支出

△28,320 △17,138

ゴルフ会員権の売却によ
る収入 

－ 20

保険積立金の解約による
収入 

－ 118,208

その他 16,072 △14,289

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△22,900 130,033

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増加額 － 150,000

長期借入金の返済による
支出

△76,736 △71,936

配当金の支払額 △19,778 △19,613

その他 △289 △929

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△96,804 57,520

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少
額

△14,473 △44,535

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残
高

255,050 240,577

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残
高

※１ 240,577 196,042
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(4）利益処分案

前事業年度
（株主総会承認日
平成17年４月26日）

当事業年度
（株主総会承認日
平成18年４月25日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益または当期
　　未処理損失（△）

123,977 △22,873

Ⅱ　任意積立金取崩額   

 　　 別途積立金取崩額 － － 45,000 45,000

 　　　　 合計 123,977 22,126

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 19,774 19,764

２．任意積立金   

別途積立金 100,000 119,774 － 19,764

Ⅲ　次期繰越利益 4,202 2,361
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法に

よっております。なお、評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品　　　　　　移動平均法による原価法

製品　　　　　　総平均法による原価法

原材料　地金　　後入先出法による低価法

その他　移動平均法による原価法

仕掛品　　　　　総平均法による原価法

貯蔵品　　　　　最終仕入原価法

同左

３．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産　定率法

　　　　　　　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

　　　　　　　　建物　　　　 8～38年

　　　　　　　　機械及び装置　　11年

有形固定資産

同左

無形固定資産　定額法

なお、ソフトウェア（自社

使用）につきましては、社

内における見込利用可能期

間（５年）に基づいており

ます。

無形固定資産

同左

長期前払費用　均等額償却 長期前払費用　　同左

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権

につきましては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権につきましては個別に回収可能

性を勘案し、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)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己

都合による退職金期末要支給額を計上し

ております。

(2)退職給付引当金

同左

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、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。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、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ケ月以内

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

７．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方法

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

  追加情報  

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

──────

 

 

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）

が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始

する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当期から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日

企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。この結果、販売費及び一般管理費が

4,373千円増加し、営業利益、経常利益が同額減少し、税引

前当期純損失が同額増加しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

※１．担保に供している資産

(1）担保資産

※１．担保に供している資産

(1）担保資産

建物 44,527千円

土地 83,593千円

計 128,121千円

建物       41,321千円

土地       83,593千円

計        124,915千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

１年以内返済予定長期

借入金
51,936千円

長期借入金 66,432千円

計 118,368千円

１年以内返済予定長期

借入金
      26,016千円

長期借入金       40,416千円

計        66,432千円

※２．授権株式数　　　普通株式 13,000,000株

発行済株式総数　普通株式 3,960,000株

※２．授権株式数　　　普通株式       13,000,000株

発行済株式総数　普通株式        3,960,000株

但し、自己株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずることができる旨定款で定め

ております。

但し、自己株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずることができる旨定款で定め

ております。

※３．有価証券の時価評価により、純資産額が8,573千円

増加しております。なお、当該金額は商法施行規則

第124条第３号の規定により、配当に充当すること

が制限されております。

※３．有価証券の時価評価により、純資産額が9,436千円

増加しております。なお、当該金額は商法施行規則

第124条第３号の規定により、配当に充当すること

が制限されております。

※４．自己株式数　普通株式 5,106株 ※４．自己株式数　普通株式      7,192株
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１．(1）販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１．(1）販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

役員報酬 60,122千円

給料手当 132,607千円

賞与 16,043千円

法定福利費 20,257千円

退職給付費用 4,090千円

販売促進費 7,081千円

賃借料 1,048千円

公租公課 4,134千円

支払手数料 38,570千円

減価償却費 17,608千円

役員報酬       56,028千円

給料手当        134,174千円

賞与       14,920千円

法定福利費       21,728千円

退職給付費用      2,050千円

販売促進費      7,603千円

賃借料      958千円

公租公課      7,810千円

支払手数料       34,341千円

減価償却費       14,016千円

(2)販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用の割合は　36％であり、一般管理費に属す

る費用の割合は　64％であります。

(2)販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用の割合は　38％であり、一般管理費に属す

る費用の割合は　62％であります。

※２．他勘定振替高

他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

※２．他勘定振替高

他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

（種類） （金額）

金型売上原価振替高 △22,727千円

その他 2,058千円

計 △20,668千円

（種類） （金額）

金型売上原価振替高       △12,518千円

その他      9,338千円

計       △3,180千円

※３．原材料の低価法による評価損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．原材料の低価法による評価損の内訳は、次のとおり

であります。

前期原材料低価法評価損

戻入
△26千円

当期原材料低価法評価損 415千円

原材料評価損 389千円

前期原材料低価法評価損

戻入
  △415千円

当期原材料低価法評価損    －千円

原材料評価損    △415千円

※４．　　　　　　 ────── ※４．固定資産売却益は、会員権10千円であります。　　

　　　

※５. 　　　　　　 ────── ※５. 固定資産売却損は、土地1,750千円であります。 

※６. 　　　　　　 ────── ※６. 固定資産除却損は 、構築物218千円、工具・器具及

び備品23千円であります。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年２月１日

至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 331,413千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△90,835千円

現金及び現金同等物 240,577千円

現金及び預金勘定       304,891千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
    △108,849千円

現金及び現金同等物       196,042千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年２月１日

至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

該当事項はありません。 該当事項はありません。

②　有価証券

第38期（平成17年１月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年１月31日現在）

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

株式 22,259 36,730 14,470

小計 22,259 36,730 14,470

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式 2,695 2,585 △110

小計 2,695 2,585 △110

合計 24,954 39,315 14,360

２．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年１月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 9,129

第39期（平成18年１月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年１月31日現在）

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

株式 13,310 28,986 15,676

小計 13,310 28,986 15,676

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式 － － －

小計 － － －

合計 13,310 28,986 15,676

２．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年１月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 9,129
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③　デリバティブ取引

前事業年度（自　平成16年２月１日　至　平成17年１月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

退職給付債務

退職給付引当金

44,510千円

44,510

      38,500千円

38,500

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

退職給付費用

勤務費用

9,850千円

9,850

     5,540千円

5,540

⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

一括償却資産損金算入限度超

過額

771千円

貸倒引当金損金算入限度超過

額

10,486千円

退職給付引当金損金算入限度

超過額

16,193千円

未払事業税 8,073千円

繰延税金資産合計 35,524千円

評価性引当金 △8,475千円

繰延税金資産の純額 27,049千円

繰越欠損金    16,925千円

 棚卸評価減 2,729千円

一括償却資産損金算入限度超

過額 

426千円 

貸倒引当金損金算入限度超過

額

      14,017千円

退職給付引当金損金算入限度

超過額

      14,461千円

未払事業税      1,014千円

繰延税金資産合計       49,574千円

評価性引当金      △8,369千円

繰延税金資産の純額       41,204千円

繰延税金負債 繰延税金負債

有価証券評価差額 5,787千円

繰延税金負債合計 5,787千円

有価証券評価差額      6,239千円

繰延税金負債合計      6,239千円

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差が法定実効税率の100分の5以

下であるため記載を省略しております。

当期は税引前当期純損失であるため記載を省

略しております。
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⑥　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年２月１日　至　平成17年１月31日）

(1)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

役員 深沢信夫
山梨県

甲府市
－

当社代表取

締役会長

(被所有)

直接　11
－ － 倉庫の賃借 1,334 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

倉庫の賃借料は近隣の家賃相場を参考にして、同等の価格によっております。

(2) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社
㈱エス

ティオ

山梨県

甲斐市
10,000

損害保険

生命保険

代理業

(被所有)

直接　50
－

当社が窓

口となり

従業員の

保険業務

を行って

いる。

保険料 4,143 － －

事務手数料

収入
55 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。

２．㈱エスティオは当社の代表取締役社長である深沢栄二が、議決権の100％を所有する会社であります。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

損害保険会社と締結した代理店委託契約書に基づき、保険料を徴収しております。

当事業年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

(1)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

役員 深沢信夫
山梨県

甲府市
－ 当社取締役

(被所有)

直接　9
－ － 倉庫の賃借 1,334 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　 　倉庫の賃借料は近隣の家賃相場を参考にして、同等の価格によっております。

３．取締役深沢信夫は平成１７年４月２６日開催の定時株主総会終結の時をもって、代表取締役会長を退

 　　　　　 任いたしました。
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(2) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社
㈱エス

ティオ

山梨県

甲斐市
10,000

損害保険

生命保険

代理業

(被所有)

直接　50
－

当社が窓

口となり

従業員の

保険業務

を行って

いる。

保険料 4,670 － －

事務手数料

収入
37 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。

２．㈱エスティオは当社の代表取締役社長である深沢栄二が、議決権の100％を所有する会社であります。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

損害保険会社と締結した代理店委託契約書に基づき、保険料を徴収しております。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年２月１日
　至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額 432.12円

１株当たり当期純利益 29.93円

１株当たり純資産額       420.48円

１株当たり当期純損失      6.85円

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、潜在株式がないため記載しておりません。

───────────

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、潜在株式がないため記載しておりません。

───────────

（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成16年２月１日
　至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
　至　平成18年１月31日）

当期純利益または当期純損失（△）

   （千円）
118,396 △27,076

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益または当期純損

失（△）（千円）
118,396 △27,076

期中平均株式数（株） 3,955,594 3,953,853

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５. 生産、受注及び販売の状況
（生産実績）  

事業部門別
第39期

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

前期比（％）

ジュエリー

メンズ（千円） 14,462 145.3

リング（千円） 945,316 94.5

コイン枠、ペンダント（千円） 519,534 112.7

その他（千円） 322,618 105.0

小計（千円） 1,801,931 101.3

ジュエリー

パーツ

スクリューイヤリング（千円） 306,078 105.0

クリップイヤリング（千円） 535,103 102.0

ピアス（千円） 381,868 111.5

その他（千円） 415,720 92.2

小計（千円） 1,638,770 101.8

合計（千円） 3,440,701 101.5

（受注実績）  

事業部門別
第39期

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

前期比（％）

ジュエリー

メンズ（千円） 15,852 164.3

リング（千円） 986,338 97.4

コイン枠、ペンダント（千円） 536,489 112.4

その他（千円） 296,924 99.3

合計（千円） 1,835,605 102.1

－ 23 －



（販売実績）  

事業部門別
第39期

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

前期比（％）

製品

ジュエリー

メンズ（千円） 14,410 144.7

リング（千円） 930,694 93.0

コイン枠、ペンダント（千円） 509,574 110.7

その他（千円） 316,911 101.2

計（千円） 1,771,590 99.3

ジュエリー

パーツ

スクリューイヤリング（千円） 315,824 107.3

クリップイヤリング（千円） 551,922 103.2

ピアス（千円） 375,612 110.1

その他（千円） 412,665 94.0

計（千円） 1,656,025 102.9

小計（千円） 3,427,616 101.0

商品（千円） 84,720 77.7

合計（千円） 3,512,336 100.3
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６．役員の異動
(1）退任予定取締役

社外取締役　小塩　久之

※退任予定日：平成18年3月31日

(2）その他役員の異動

　該当事項はありません。
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