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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 13,676 ― 1,625 ― 1,751 ― 942 ―
20年3月期第2四半期 14,043 △1.7 2,273 △10.6 2,378 △8.2 1,150 △20.8

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 46.93 ―
20年3月期第2四半期 57.33 ―

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 73,518 71,130 96.8 3,543.12
20年3月期 73,520 70,460 95.8 3,509.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  71,130百万円 20年3月期  70,460百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― 13.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 13.00 26.00

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  有   

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 29,500 △7.0 3,758 △28.4 4,000 △27.0 2,200 △4.6 109.58

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、２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、２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 無

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  20,080,480株 20年3月期  20,080,480株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,670株 20年3月期  4,350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  20,075,967株 20年3月期第2四半期  20,076,567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．平成20年5月16日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しております。 
２．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 
３．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わが国経済は、エネルギー・原材料価格高や米国発の金融危機などの影響
から、先行きに対する不安感を払拭できないまま、総じて厳しい状況で推移いたしました。 

宝飾品業界におきましても、こうした景況を反映し、企業を取り巻く環境は引き続き厳しい状況であります。 
このような経済情勢のもと、当社は商品の品揃えを充実させるとともに、新規出店を推し進めるなど、新

たな顧客層の開拓に取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は１３６億７６百万円（前年同期比２.６％減）となりました。利益面につきまし
ても、営業利益は１６億２５百万円（前年同期比２８.５％減）、経常利益は１７億５１百万円（前年
同期比２６.４％減）、四半期純利益は９億４２百万円（前年同期比１８.１％減）となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は、著しい変動はなく前事業年度末とほぼ同様の７３５億１８百万円と

なっております。 

流動資産は、前事業年度末と比較して、３０百万円増加しております。これは主に、受取手形及び売掛金
が２億８９百万円、たな卸資産が２億４４百万円それぞれ減少し、現金及び預金が５億５４百万円増加した
ことによるものです。 

固定資産は、前事業年度末と比較して、３２百万円減少しております。これは主に、新規出店等により差入
保証金を１億５７百万円差し入れたものの、減価償却費の計上及び差入保証金の回収等により、それぞれ１億
６１百万円、５４百万円減少したことによるものです。 

流動負債は、前事業年度末と比較して、６億７７百万円減少しております。これは主に、法人税等の支払
により未払法人税等が７億７百万円減少したことによるものです。 
純資産は、前事業年度末と比較して、６億６９百万円増加しております。これは主に、第２四半期累計期

間において配当金を２億６０百万円支払い、四半期純利益を９億４２百万円計上したことによるものです。 
 
３. 業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、米欧金融機関の損失拡大などを背景として国際金融資本市場の動向には不

透明感がみられ、景気がさらに下振れするリスクが存在することに留意する必要があります。また、宝飾品
業界におきましては、お客様の企業選別がより一層厳しくなると考えられ、各企業間の優劣が今後ますます
顕著になるものと予想されます。 

このような情勢のもと、当社は製販一貫体制の利点を活かし、魅力溢れる新商品の開発やお客様から信頼
される店舗づくりを進め、お客様満足度の充実を図ってまいる所存でございます。 

以上の結果、平成２０年５月１６日に公表した通期業績予想を下方修正し、売上高２９５億円（前期比

７.０％減）、営業利益３７億５８百万円（前期比２８.４％減）、経常利益４０億円（前期比２７.０％減）、
当期純利益２２億円（前期比４.６％減）となる見込みであります。 

 
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棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価を切下げて評価しております。 
②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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 
 

(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」(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。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、たな卸資産のうち原材料地金については移動平均法による低価法、仕掛品（地金部分）につい
ては個別法（製造ロット別）による低価法、製品その他のたな卸資産については、主として個別法（製
造ロット別）による原価法により算定しておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成１８年７月５日）が適用されたことに伴い、原材料
地金については移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、仕掛品（地金
部分）については個別法（製造ロット別）による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、

製品その他のたな卸資産については、主として個別法（製造ロット別）による原価法（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。 
この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

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 31,685 31,130

受取手形及び売掛金 1,568 1,858

製品 17,861 17,675

原材料 1,168 1,402

仕掛品 717 872

その他 620 651

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 53,616 53,585

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,248 11,248

その他（純額） 2,153 2,229

有形固定資産合計 13,401 13,477

無形固定資産 534 537

投資その他の資産   

その他 5,966 5,920

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 5,965 5,920

固定資産合計 19,902 19,935

資産合計 73,518 73,520

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 341 254

未払法人税等 767 1,474

引当金 279 256

その他 847 926

流動負債合計 2,234 2,912

固定負債   

引当金 117 112

その他 35 35

固定負債合計 153 147

負債合計 2,387 3,059

(株)ツツミ(7937)平成21年3月期　第２四半期決算短信(非連結)

- 3 -



（単位：百万円）

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 13,098 13,098

資本剰余金 15,707 15,707

利益剰余金 42,340 41,659

自己株式 △14 △13

株主資本合計 71,132 70,452

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 8

評価・換算差額等合計 △1 8

純資産合計 71,130 70,460

負債純資産合計 73,518 73,520
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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）

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 13,676

売上原価 6,659

売上総利益 7,016

販売費及び一般管理費 5,391

営業利益 1,625

営業外収益  

受取利息 94

その他 34

営業外収益合計 129

営業外費用  

支払利息 1

その他 1

営業外費用合計 2

経常利益 1,751

特別利益  

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産除却損 4

投資有価証券評価損 33

特別損失合計 38

税引前四半期純利益 1,716

法人税、住民税及び事業税 728

法人税等調整額 46

法人税等合計 774

四半期純利益 942
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,716

減価償却費 161

受取利息及び受取配当金 △101

支払利息 1

売上債権の増減額（△は増加） 289

たな卸資産の増減額（△は増加） 244

仕入債務の増減額（△は減少） 86

その他 △26

小計 2,372

利息及び配当金の受取額 101

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △1,429

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △124

差入保証金の差入による支出 △157

差入保証金の回収による収入 54

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △225

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △260

財務活動によるキャッシュ・フロー △261

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 554

現金及び現金同等物の期首残高 31,130

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,685
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(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。 
 
 

(株)ツツミ(7937)平成21年3月期　第２四半期決算短信(非連結)

- 7 -



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(要約) 中間損益計算書 

 
  

（単位：百万円）  

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） 

売上高 14,043 

売上原価 6,483 

売上総利益 7,559 

販売費及び一般管理費 5,285 

営業利益 2,273 

営業外収益 113 

営業外費用 9 

経常利益 2,378 

特別利益 36 

特別損失 198 

税引前中間純利益 2,216 

税金費用 1,065 

中間純利益 1,150 
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