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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 6,048 ― 41 ― 21 ― 45 ―

20年3月期第3四半期 6,667 △21.3 52 △49.7 69 △39.0 76 △32.3

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 10.22 ―

20年3月期第3四半期 17.23 ―

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 10,112 3,727 36.9 842.53
20年3月期 11,083 3,774 34.1 853.14

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,727百万円 20年3月期  3,724百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 10.00

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 7,750 △9.2 45 △28.3 23 △54.6 45 70.8 10.17

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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 
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。  

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  4,478,560株 20年3月期  4,478,560株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  54,229株 20年3月期  54,229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  4,424,331株 20年3月期第3四半期  4,451,869株
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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３四半期会計期間におけるわが国の経済は、サブプライム問題に端を発した米国発の金融市場の

混乱が実体経済にも波及し、株式や不動産価格の大幅な変動、円高、雇用情勢の悪化等により未曾有の

景気低迷の様相を呈して参りました。その結果、消費マインドは著しく落ち込み、この不況感は全産業

に及ぼうとしております。 

この個人消費の低迷により、不要不急の嗜好品を取り扱う宝飾業界においてさらに厳しい経営状況と

なっております。当社は、収益性を重視した営業活動に全力をあげてまいりました。これにより、11 月

までは利益面につきまして、一定の成果を上げておりましたが、12 月に入って不良債権が発生し、売上

高のみならず、営業利益、経常利益、四半期純利益についても、大きく計画を下回る結果となりました。 

 その結果､当第３四半期累計期間の売上高は 6,048 百万円(前年同期比 9.3％減)､経常利益は 21 百万円

（前年同期比 68.9％減）、四半期当期純利益は 45 百万円（前年同期比 41.1％減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ27百万円増加し10,112百万円となりました。

主な要因は、商品の増加によるものであります。 

 負債は、短期借入金等の増加により前事業年度末に比べ24百万円増加し6,384百万円となり、純資産は、

前事業年度末からほぼ変動がなく3,727百万円となりました。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期において、不良債権が発生し利益面について当初の見込みと大きな乖離が出てしまいま

した。世界的に個人消費が冷え込むなかではジュエリー市場はますます厳しい市況が予想されます。こ

れにより、当初の業績予想を次のとおり修正しております。 

詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

売上高 7,750 百万円 （前年同期比  9.2％減）

営業利益 45 百万円 （前年同期比 28.3％減）

経常利益 23 百万円 （前年同期比 54.6％減）

当期純利益 45 百万円 （前年同期比 70.8％増）

 
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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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 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 

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する方法を採用しております。 

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、及び一時差異等の発

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想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 
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③ たな卸資産の評価方法 

たな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、簿価切下げを行う方法によっております。 

④ 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当第３四半期会計期間を含む事業年度に係る減価

償却費の額を期間案分して算定しております。 

 

(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 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。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっており

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、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）により算定しております。この変更に伴う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：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 514,861 396,952

受取手形及び売掛金 2,220,378 2,469,359

商品 4,595,555 4,351,350

その他 229,146 356,212

貸倒引当金 △26,618 △27,155

流動資産合計 7,533,322 7,546,719

固定資産   

有形固定資産 414,042 418,237

無形固定資産 27,977 32,552

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,750,308 1,767,314

その他 519,590 373,542

貸倒引当金 △133,160 △53,548

投資その他の資産合計 2,136,738 2,087,308

固定資産合計 2,578,758 2,538,098

資産合計 10,112,080 10,084,818

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 344,438 360,836

短期借入金 4,039,084 3,819,544

未払法人税等 18,907 3,267

返品調整引当金 5,948 7,763

その他 218,113 296,498

流動負債合計 4,626,491 4,487,909

固定負債   

社債 34,000 90,000

長期借入金 1,352,854 1,418,162

退職給付引当金 45,929 37,013

その他 325,176 326,764

固定負債合計 1,757,960 1,871,939

負債合計 6,384,451 6,359,849
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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 636,606 636,606

資本剰余金 504,033 504,033

利益剰余金 2,618,451 2,617,480

自己株式 △27,098 △27,098

株主資本合計 3,731,993 3,731,022

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,363 △3,074

繰延ヘッジ損益 － △2,979

評価・換算差額等合計 △4,363 △6,053

純資産合計 3,727,629 3,724,968

負債純資産合計 10,112,080 10,084,818
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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 6,048,688

売上原価 4,556,141

売上総利益 1,492,546

返品調整引当金戻入額 7,763

返品調整引当金繰入額 5,948

差引売上総利益 1,494,361

販売費及び一般管理費  

販売促進費 401,900

旅費及び交通費 158,761

役員報酬 59,850

従業員給料 383,993

従業員賞与 46,498

法定福利費 62,363

退職給付費用 21,169

事業税 4,551

減価償却費 9,403

貸倒引当金繰入額 79,075

その他 225,663

販売費及び一般管理費合計 1,453,231

営業利益 41,130

営業外収益  

受取利息 8,739

受取配当金 965

不動産賃貸収入 135,484

その他 13,072

営業外収益合計 158,261

営業外費用  

支払利息 90,263

不動産賃貸原価 62,039

その他 25,371

営業外費用合計 177,674

経常利益 21,718

特別利益  

受取保険金 28,912

特別利益合計 28,912

特別損失  

固定資産売却損 43

固定資産除却損 9,364

投資有価証券評価損 4,277

特別損失合計 13,684

税引前四半期純利益 36,946

法人税、住民税及び事業税 17,534

法人税等還付税額 △25,802

法人税等合計 △8,268

四半期純利益 45,214
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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。 
 
(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
 
(4) 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 

 

 

前第３四半期累計期間                   

 

 
( 自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日 ) 

区分 金   額（千円） 
百分比 

(％) 

Ⅰ．売上高 6,667,266 100.0

Ⅱ．売上原価 5,070,400 76.0

売上総利益 1,596,866 24.0

1.返品調整引当金戻入額 5,417 0.0

2.返品調整引当金繰入額 7,045 0.1

差引売上総利益 1,595,238 23.9

Ⅲ．販売費及び一般管理費 1,542,843 23.1

営業利益 52,394 0.8

Ⅳ．営業外収益 162,127 2.4

Ⅴ．営業外費用 144,611 2.2

経常利益 69,910 1.0

Ⅵ．特別利益 177,471 2.7

Ⅶ．特別損失 102,610 1.5

税引前四半期純利益 144,770 2.2

法人税、住民税及び事業税 3,968

法人税等調整額 64,093 68,061 1.0

四半期純利益 76,709 1.2
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