
平成21年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 
平成21年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ツツミ 上場取引所 東 
コード番号 7937 URL http://www.tsutsumi.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 堤 征二
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 互 智司 TEL 048-431-5111

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 21,584 ― 2,771 ― 2,978 ― 1,618 ―
20年3月期第3四半期 23,005 0.7 4,004 △9.5 4,174 △7.4 2,202 △10.8

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3四半期 80.64 ―
20年3月期第3四半期 109.70 ―

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 73,786 71,528 96.9 3,562.94
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3四半期  71,528百万円 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  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 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3四半期  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3四半期  4,856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3四半期  20,075,885株 20年3月期第3四半期  20,076,477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．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。 
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わが国経済は、世界的な金融危機の深刻化による世界経済の減速や株式・
為替市場の大幅な変動による企業業績の低迷、それに伴う急激な雇用情勢の悪化などから、景気の先行きに
一層の不透明感が高まる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にあります。 
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た結果、ク

リスマス商戦を含む第３四半期は、昨年を上回る販売件数を確保することができました。しかしながら、世
界同時景気後退に対する懸念の強まりなどが消費マインドに影響を与えたことにより、販売単価が昨年を下
回る状況となっております。 
この結果、売上高は２１５億８４百万円（前年同期比６.２％減）、営業利益は２７億７１百万円（前年同期

比３０.８％減）、経常利益は２９億７８百万円（前年同期比２８.６％減）、四半期純利益は１６億１８百万
円（前年同期比２６.５％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、７３７億８６百万円となり、前事業年度末と比較して２億６５百万
円増加しております。 
流動資産は、前事業年度末と比較して、３億２７百万円増加しております。これは主に、たな卸資産が

６億６百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が７億２百万円、現金及び預金が２億７３百万円それ
ぞれ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、６１百万円減少しております。これは主に、有形固定資産が６８百

万円減少したこと等によるものです。 
流動負債は、前事業年度末と比較して、８億９百万円減少しております。これは主に、未払費用が２億５百

万円増加したものの、法人税等の支払により未払法人税等が９億７４百万円、引当金が１億４６百万円それぞ
れ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、１０億６７百万円増加しております。これは主に、第３四半期累計

期間において、配当金を５億２１百万円支払い、四半期純利益を１６億１８百万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 

平成２１年３月期の業績予想につきましては、平成２０年１１月１４日に公表いたしました業績予想に

変更はございません。 
 
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棚卸資産の評価方法 
当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間末に
係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、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 31,404 31,130

受取手形及び売掛金 2,560 1,858

製品 17,751 17,675

原材料 1,138 1,402

仕掛品 558 872

その他 505 651

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 53,912 53,585

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,248 11,248

その他（純額） 2,161 2,229

有形固定資産合計 13,409 13,477

無形固定資産 534 537

投資その他の資産   

その他 5,930 5,920

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 5,929 5,920

固定資産合計 19,873 19,935

資産合計 73,786 73,520

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 259 254

未払法人税等 500 1,474

引当金 109 256

その他 1,233 926

流動負債合計 2,102 2,912

固定負債   

引当金 119 112

その他 35 35

固定負債合計 155 147

負債合計 2,258 3,059
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（単位：百万円）

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 13,098 13,098

資本剰余金 15,707 15,707

利益剰余金 42,756 41,659

自己株式 △14 △13

株主資本合計 71,547 70,452

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 8

評価・換算差額等合計 △19 8

純資産合計 71,528 70,460

負債純資産合計 73,786 73,520
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 21,584

売上原価 10,478

売上総利益 11,105

販売費及び一般管理費 8,333

営業利益 2,771

営業外収益  

受取利息 143

その他 66

営業外収益合計 210

営業外費用  

支払利息 1

その他 1

営業外費用合計 3

経常利益 2,978

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 9

投資有価証券評価損 42

特別損失合計 51

税引前四半期純利益 2,929

法人税、住民税及び事業税 1,185

法人税等調整額 125

法人税等合計 1,310

四半期純利益 1,618

(株)ツツミ(7937)平成21年3月期　第３四半期決算短信(非連結)

- 5 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,929

減価償却費 250

受取利息及び受取配当金 △156

支払利息 1

売上債権の増減額（△は増加） △702

たな卸資産の増減額（△は増加） 606

仕入債務の増減額（△は減少） 4

その他 132

小計 3,065

利息及び配当金の受取額 156

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △2,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,093

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 △211

差入保証金の差入による支出 △258

差入保証金の回収による収入 160

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △306

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 △512

財務活動によるキャッシュ・フロー △513

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） 273

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 31,404
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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３四半期決算短信(非連結)

- 7 -



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(要約) 四半期損益計算書 

 
  

（単位：百万円）  

 前年同四半期 

（自  平成19年 4月 1日
至  平成19年12月31日） 

売上高 23,005 

売上原価 10,783 

売上総利益 12,221 

販売費及び一般管理費 8,217 

営業利益 4,004 

営業外収益 180 

営業外費用 10 

経常利益 4,174 

特別利益 36 

特別損失 205 

税引前四半期純利益 4,004 

税金費用 1,802 

四半期純利益 2,202 
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