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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 7,476 2.3 110 ― 163 ― 32 ―

20年3月期第2四半期 7,306 △5.2 91 △79.9 148 △72.9 18 △93.0

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

21年3月期第2四半期 2.89 ―

20年3月期第2四半期 1.63 ―

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

21年3月期第2四半期 13,067 8,976 68.7 797.83
20年3月期 14,015 9,057 64.6 804.96

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,976百万円 20年3月期  9,057百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 17.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 16,500 3.3 550 2.1 660 0.4 290 58.8 25.77

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

〔（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

〔（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(3) 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  11,272,000株 20年3月期  11,272,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  20,383株 20年3月期  20,183株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  11,251,731株 20年3月期第2四半期  11,255,568株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 上記予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があ
ります。 
２． 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

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経済動向は、資源価格の高騰やサブプライムローン問題の影響を受けて、

厳しい状況で推移いたしました。宝飾業界におきましても、これらの影響により消費マインドの冷え込み

が顕著になってきております。 

  このような状況下、当社では、店舗政策といたしまして既存店の底上げを図るために今期１２店舗のリ

ニューアルを予定しており、当第 2四半期累計期間に５店舗の全面リニューアルを実施いたしました。ま

た、新店舗として関東地区・四国地区・中部地区に各 1店舗を出店し、関東地区・中部地区で各 1店舗を

閉店した結果、９月末現在の店舗数は１９６店舗となりました。 

 営業政策といたしましては、エステール株式会社との共同販促による「日本一セール」や同社との製販

一体となったメリットを最大限に生かした施策を実行してまいりました。また、重点商品の販売を強化す

る一方、「地金下取りサービス」が売上増に寄与いたしました。 

  管理政策といたしましては、現場の効率向上と改善への取り組みや、社員教育マニュアルの整備に取り

組むとともに、コンピューターシステムの再構築に取り組んでおります。 

 以上の結果、当第2四半期累計期間の営業成績につきましては、売上高は7,476百万円(前年同期比2.3％

増)、営業利益は 110 百万円(前年同期比 20.6％増)、経常利益は 163 百万円(前年同期比 10.2％増)、純利

益は 32 百万円(前年同期比 76.8％増)となりました。  （※前年同期比増減率は、参考として記載しております。） 

 

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) 

流動資産は、前事業年度末に比べて、1,009 百万円減少して 8,199 百万円となりました。これは主と

して、未払金の圧縮及び法人税等の支払により現金及び預金が 1,042 百万円減少したことによるもの

であります。  

固定資産は、前事業年度末に比べて、61 百万円増加して 4,868 百万円となりました。これは主とし

て、新設及び改装店舗の内装設備等の増加によるものであります。 

  (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べて、903 百万円減少して 2,859 百万円となりました。これは主とし

て、未払金 574 百万円の減少と法人税等の支払により未払法人税等が 212 百万円減少したことによる

ものです。 

    この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて、867 百万円減少して 4,091 百万円となりました。 

  (純資産) 

    純資産は、前事業年度末に比べて、80 百万円減少して 8,976 百万円となりました。これは主とし 

て、利益剰余金の減少によるものです。 

    この結果、自己資本比率は、前事業年度末の 64.6%から 68.7%になりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第 2四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ 1,260 

百万円減少し、1,398 百万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第 2四半期累計期間における営業活動により使用した資金は 830 百万円（前年同期比 701 百万円 

の減少）となりました。 

    これは主に、棚卸資産の増加と未払金の減少による資金の減少によるものです。 

  （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り使用した資金は 325 百万円（前年同期比 131 百万円 

の減少）となりました。 

    これは主に、定期預金預入による支出と有形固定資産取得による支出によるものです。 

  （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り使用した資金は 104 百万円（前年同期比 2 百万円の

増加）となりました。 

    これは主に、期末配当金の支払によるものです。 

（※前年同期比増減率は、参考として記載しております。） 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

   平成 21 年 3 月期の業績予想につきましては、平成 20 年 4 月 30 日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却費の 

額を期間按分する方法としております。 

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、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の 

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算   

税金費用については、当第 2四半期累計期間を含む当事業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に当該見積実効税率を乗じて計算してお 

ります。この見積実効税率の算定にあたり加味する差異等は重要なものに限定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。 
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(2) 四半期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 

 ①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号 平成 19 年 3月 14 日）及び「四半期財 

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号 平成 19 年 3 月 14 日）を当事 

業年度より適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しており 

ます。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準等の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年 7月 5日 企業会計基準第 9 

号）を当事業年度より適用し、評価基準については、主として個別法による低価法から主として個別 

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更してお 

ります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に 

よっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成 5年 6月 17 日（企 

業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3月 30 日改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」 

（企業会計基準適用指針第 16 号（平成 6年 1月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）平成 

19 年 3 月 30 日改正））を第 1四半期会計期間から、早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた 

会計処理によっています。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却 

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

なお、リース取引開始日が、リース会計基準等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います。この結果、 

従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,070,532 3,112,877

受取手形及び売掛金 1,169,147 1,321,870

商品及び製品 4,178,642 4,048,052

原材料及び貯蔵品 32,231 34,109

その他 750,248 693,099

貸倒引当金 △1,565 △1,685

流動資産合計 8,199,236 9,208,324

固定資産   

有形固定資産 758,897 714,547

無形固定資産 98,605 27,744

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,210,739 3,221,574

その他 805,732 848,624

貸倒引当金 △5,300 △5,434

投資その他の資産合計 4,011,171 4,064,765

固定資産合計 4,868,674 4,807,057

資産合計 13,067,911 14,015,381

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 519,141 556,711

短期借入金 100,000 100,000

未払金 1,479,250 2,053,679

未払法人税等 117,294 329,363

賞与引当金 317,198 352,911

役員賞与引当金 － 10,250

商品保証引当金 6,200 6,500

返品調整引当金 4,054 34,590

その他 316,734 319,657

流動負債合計 2,859,872 3,763,663

固定負債   

退職給付引当金 1,106,352 1,064,497

役員退職慰労引当金 68,421 129,957

その他 56,376 －

固定負債合計 1,231,150 1,194,455

負債合計 4,091,022 4,958,118
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,062,900 2,062,900

資本剰余金 1,968,745 1,968,745

利益剰余金 4,971,500 5,040,301

自己株式 △10,620 △10,532

株主資本合計 8,992,524 9,061,415

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,635 △4,151

評価・換算差額等合計 △15,635 △4,151

純資産合計 8,976,888 9,057,263

負債純資産合計 13,067,911 14,015,381
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,476,431

売上原価 3,234,694

売上総利益 4,241,737

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 4,131,460

営業利益 110,277

営業外収益  

受取利息 11,503

受取配当金 3,445

受取手数料 30,184

雑収入 9,660

営業外収益合計 54,795

営業外費用  

支払利息 1,047

保険解約損 334

雑損失 345

営業外費用合計 1,727

経常利益 163,345

特別利益  

貸倒引当金戻入額 253

移転補償金 4,573

特別利益合計 4,827

特別損失  

固定資産除却損 14,711

減損損失 2,928

店舗閉鎖損失 9,050

事務所移転費用 11,559

役員退職慰労金 12,737

投資有価証券評価損 11,370

特別損失合計 62,357

税引前四半期純利益 105,814

法人税等合計 73,350

四半期純利益 32,464
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 105,814

減価償却費 108,966

減損損失 2,928

固定資産除却損 14,711

移転補償金 △4,573

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,854

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △61,536

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,713

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） △253

受取利息及び受取配当金 △14,949

支払利息 1,047

投資有価証券評価損益（△は益） 11,370

売上債権の増減額（△は増加） 152,723

たな卸資産の増減額（△は増加） △128,711

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △38,662

仕入債務の増減額（△は減少） △37,570

未払金の増減額（△は減少） △650,614

保険返戻金 22,940

その他 △44,829

小計 △565,305

利息及び配当金の受取額 12,941

利息の支払額 △1,049

移転補償金の受取額 7,561

法人税等の支払額 △284,194

営業活動によるキャッシュ・フロー △830,046

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 △218,000

有形固定資産の取得による支出 △83,964

無形固定資産の取得による支出 △18,972

投資有価証券の取得による支出 △4,090

その他 △841

投資活動によるキャッシュ・フロー △325,868

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △3,241

自己株式の取得による支出 △88

配当金の支払額 △101,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,260,345

現金及び現金同等物の期首残高 2,658,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,398,482
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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「参考資料」 

  (要約)中間損益計算書 

前中間会計期間 

（自 平成 19 年 4 月    １日 

至 平成 19 年 9 月 30 日) 
科目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 7,306,470   

Ⅱ 売上原価 3,115,007   

   売上総利益 4,191,462   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,100,043   

営業利益  91,418   

Ⅳ 営業外収益 64,564   

Ⅴ 営業外費用 7,811   

   経常利益  148,172   

Ⅵ 特別損失 39,685   

   税引前中間純利益 

   法人税、住民税及び事業税 

 108,487  

38,962   

   法人税等調整額 51,159   

   中間純利益  18,364   
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