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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 11,492 △2.1 235 ― 313 ― 91 ―

20年3月期第3四半期 11,740 △0.1 348 △55.9 438 △51.8 165 △64.7

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3四半期 8.10 ―

20年3月期第3四半期 14.73 ―

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3四半期 13,540 8,932 66.0 793.85
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3四半期  8,932百万円 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  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 15,000 △6.1 100 △81.4 190 △71.1 20 △89.0 1.78

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  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3四半期  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3四半期  11,251,697株 20年3月期第3四半期  11,255,004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 3四半期累計期間における経済動向は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機

を背景に、株式・為替の大幅な変動や雇用情勢の悪化による先行き不安が強まりました。その結果、個

人消費は厳しい状況で推移し、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、この第 3四半期から顕著になってきております。 

  このような状況下、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、当第 3 四半期累計期間に 10 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・中部地区に各 2店舗、四国地区に 1店舗を出店し、関東地区で 1店舗・中部地区で３

店舗を閉店した結果、12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製販一体となったメリットを 大限に生かした

施策を実行するとともに、新規顧客の開拓と販売点数の拡大のために積極的な販売促進を実施してまい

りました。また、年間 大の商戦期であるクリスマス商戦には、重点商品の販売を徹底強化いたしまし

たが、売上高は予想を下回りました。 

  管理政策といたしましては、顧客満足度を高めるため、社員教育マニュアルの更なる刷新や、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 3四半期累計期間の営業成績につきましては、売上高は 11,492 百万円(前年同期比

2.1％減)、営業利益は235百万円(前年同期比32.2％減)、経常利益は313百万円(前年同期比28.6％減)、

四半期純利益は 91 百万円(前年同期比 45.0％減)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 

(資産の部) 

流動資産は、前事業年度末に比べて、468 百万円減少して 8,739 百万円となりました。これは主と

して、商品の増加及び法人税等の支払により現金及び預金が 1,113 百万円減少したことによるもの

であります。  

  (負債の部) 

流動負債は、前事業年度末に比べて、399 百万円減少して 3,364 百万円となりました。これは主と

して、法人税等の支払により未払法人税等が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、349 百万円減少して 4,608 百万円となりました。 

  (純資産の部) 

    純資産は、前事業年度末に比べて、125 百万円減少して 8,932 百万円となりました。これは主とし 

て、配当により利益剰余金が減少したことによるものです。 

    この結果、自己資本比率は、前事業年度末の 64.6%から 66.0%になりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第 3四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 

1,140 百万円減少し、1,518 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 3四半期累計期間における営業活動により使用した資金は 603 百万円となりました。 

    これは主に、たな卸資産の増加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 3四半期累計期間における投資活動により使用した資金は 339 百万円となりました。 

    これは主に、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 3四半期累計期間における財務活動により使用した資金は 198 百万円となりました。 

    これは主に、配当金の支払によるものです。 

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を以

下の通り修正いたしました。 

  （業績予想） 

    売 上 高  15,000 百万円 （前期比  6.1％減） 

    営 業 利 益    100 百万円 （前期比 81.4％減） 

    経 常 利 益    190 百万円 （前期比 71.1％減） 

    当期純利益    20 百万円 （前期比 89.0％減） 

  なお、上記予想は、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。 

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 3四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 

    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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,999,283 3,112,877

受取手形及び売掛金 1,380,545 1,321,870

商品及び製品 4,566,582 4,048,052

原材料及び貯蔵品 32,231 34,109

その他 763,006 693,099

貸倒引当金 △1,841 △1,685

流動資産合計 8,739,808 9,208,324

固定資産   

有形固定資産 780,686 714,547

無形固定資産 99,231 27,744

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,157,286 3,221,574

その他 768,921 848,624

貸倒引当金 △5,300 △5,434

投資その他の資産合計 3,920,906 4,064,765

固定資産合計 4,800,823 4,807,057

資産合計 13,540,632 14,015,381

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 684,566 556,711

短期借入金 100,000 100,000

未払金 1,959,133 2,053,679

未払法人税等 132,337 329,363

賞与引当金 155,538 352,911

役員賞与引当金 － 10,250

商品保証引当金 6,100 6,500

返品調整引当金 2,111 34,590

その他 324,428 319,657

流動負債合計 3,364,214 3,763,663

固定負債   

退職給付引当金 1,118,112 1,064,497

役員退職慰労引当金 73,374 129,957

その他 52,854 －

固定負債合計 1,244,340 1,194,455

負債合計 4,608,555 4,958,118
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 4,940,167 5,040,301

自己株式 △10,620 △10,532

株主資本合計 8,961,192 9,061,415

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,115 △4,151

評価・換算差額等合計 △29,115 △4,151

純資産合計 8,932,077 9,057,263

負債純資産合計 13,540,632 14,015,381
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,492,448

売上原価 4,979,904

売上総利益 6,512,543

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 6,276,588

営業利益 235,955

営業外収益  

受取利息 17,008

受取配当金 4,483

受取手数料 44,192

雑収入 15,683

営業外収益合計 81,366

営業外費用  

支払利息 1,758

保険解約損 1,911

雑損失 436

営業外費用合計 4,106

経常利益 313,216

特別利益  

貸倒引当金戻入額 133

移転補償金 8,315

特別利益合計 8,449

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 9,080

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 42,098

特別損失合計 93,115

税引前四半期純利益 228,549

法人税等合計 137,404

四半期純利益 91,144
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 228,549

減価償却費 179,504

減損損失 2,928

固定資産除却損 14,711

移転補償金 △8,315

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,614

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56,583

賞与引当金の増減額（△は減少） △197,373

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） 22

その他の引当金の増減額（△は減少） △32,879

受取利息及び受取配当金 △21,491

支払利息 1,758

投資有価証券評価損益（△は益） 42,098

保険解約損益（△は益） 1,911

売上債権の増減額（△は増加） △58,675

たな卸資産の増減額（△は増加） △516,651

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 47,288

仕入債務の増減額（△は減少） 127,854

未払金の増減額（△は減少） △79,662

保険返戻金 34,283

その他 △61,082

小計 △308,438

利息及び配当金の受取額 20,896

利息の支払額 △1,764

移転補償金の受取額 11,304

法人税等の支払額 △325,026

営業活動によるキャッシュ・フロー △603,028

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 △227,000

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △216,317

無形固定資産の取得による支出 △70,536

投資有価証券の取得による支出 △24,380

その他 △1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △339,435

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 △6,763

自己株式の取得による支出 △88

配当金の支払額 △191,278

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,140,594

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 1,518,233
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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」 

  前年同四半期に係る財務諸表 

  (要約)四半期損益計算書 

前年同四半期累計期間 

（自 平成 19 年       4 月     １日 

至  平成   19 年 12 月 31 日) 
科目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 11,740,250   

Ⅱ 売上原価 5,074,466   

   売上総利益 6,665,783   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,317,696   

営業利益  348,086   

Ⅳ 営業外収益 99,439   

Ⅴ 営業外費用 9,116   

   経常利益  438,410   

Ⅵ 特別損失 48,881   

   税引前四半期純利益 

   法人税等 

 389,529  

223,798  

   四半期純利益  165,731   

 

－ 10 －

あずみ株式会社(9935)　平成21年3月期　第3四半期決算短信（非連結）




