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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 7,942 △6.9 56 △9.8 34 △32.4 42 62.3
20年3月期 8,534 △20.5 62 △33.0 50 △50.3 26 △70.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 9.67 ― 1.1 0.4 0.7
20年3月期 5.93 ― 0.7 0.5 0.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 9,478 3,721 39.3 841.25
20年3月期 10,084 3,724 36.9 841.93

（参考） 自己資本   21年3月期  3,721百万円 20年3月期  3,724百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 577 69 △520 430
20年3月期 791 △1,682 352 304

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 44 168.6 1.2
21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 44 103.4 1.2

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 88.0

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

3,823 △11.3 78 △24.4 67 △26.6 40 △53.6 9.19

通期 7,207 △9.2 101 79.9 83 144.6 50 17.5 11.36
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は15ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  54,229株 20年3月期  54,229株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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仮定及び業績予想のご利用あたっての注意事項等については、3
ページ「1.経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
 
(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的規模での信用収縮が世

界同時不況とも言うべき様相を呈し、雇用情勢の深刻化や株安、円高、輸出企業の業績悪化等の 100 年

に１度とも形容される景気悪化は顕著な情勢となりました。 

 宝飾業界におきましては、生活防衛意識の高まりから不要不急のジュエリーに対する消費マインドは

かつてなく冷え込み、同業他社の倒産も相次ぐなど非常に厳しい状況が続いております。 

 このような状況にあって、当社は効率化経営の推進に努め、売上の拡大を求めず収益の確保に全力を

挙げてまいりました。営業戦略においても商品戦略においても採算重視の方針で臨んでまいりました。

さらに、経費の効率を徹底的に追求して会社を利益体質にするべく努力を重ねて参りました。この方針

は第２四半期までは順調に推移し、売上高、利益ともに当初見込みどおりの実績を上げることができま

した。しかしながら、第３四半期に入り、市場の冷え込みは予想以上に厳しく、12 月に入って不良債権

が発生したことにより、業績は当初の見込みを大きく下回る結果となってしまいました。これにより、

下方修正発表をせざる得ない状況となりましたが、第４四半期において当初の方針通り収益確保に努め

た結果、前期実績は下回りましたが平成 21 年５月 15 日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の

通り、修正見込みを若干上回ることとなりました。 

その結果､売上高は 7,942 百万円(前年同期比 9.2％減)､経常利益は 34 百万円（前年同期比 32.4％

減）、当期純利益は 42 百万円（前年同期比 62.3％増）となりました。 

品目別の状況は次のとおりであります。 

 

品目別売上高明細表 

前事業年度 当事業年度 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

増減金額 

品目 
金 額 

（千円） 

構成比

％ 

金 額 

（千円） 

構成比

％ 

金 額 

（千円） 

対前期比

％ 

ファッションジュエリー 1,049,943 12.3 987,185 12.4 △62,758 94.0

ダイヤモンドジュエリー 2,769,149 32.5 2,939,058 37.0 169,908 106.1

カラーストーンジュエリー 1,060,449 12.4 1,090,748 13.7 30,298 102.9

パールジュエリー 844,017 9.9 775,346 9.8 △68,670 91.9

デザイナーズジュエリー 2,105,932 24.7 1,680,114 21.2 △425,818 79.8

インポートジュエリー 174,167 2.0 196,899 2.5 22,732 113.1

その他 530,897 6.2 272,655 3.4 △258,241 51.4

合計 8,534,558 100.0 7,942,008 100.0 △592,549 93.1 

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、現況のような景気の低迷状況はさらに持続するものと思われ、個人消

費マインドの回復は当面望めないものと思われます。ジュエリーのように嗜好性の強い商品を取り扱う

宝飾業界においてはさらに厳しい状況は長く続くものと予想されます。 

このような情勢から当社の経営環境もさらに厳しいものが予想され、売上高の低下は避けられないも

のと考えておりますが、ねばり強く消費者のニーズにあった商品とサービスを提供し続け、同業他社と

の競争にも打ち勝つべく収益力をさらに強化する効率化経営をより一層推進して参ります。売上高より

収益性を厳しく見直したうえでの販売活動、優良取引先の絞込み、経費の削減、在庫圧縮等の効率化を

図って参ります。 

これにより、売上高については 7,207 百万円（前年同期比 9.2％減）と予想しております。利益面につ

きましては、催事等にかかる販売促進費等の経費効率をさらに高めることにより、経常利益 83 百円(前

年同期比 144.6％増)、当期純利益 50 百万円(前年同期比 17.5％増)となる見込みであります。また次期

株主配当金につきましては、中間配当を１株につき 5 円、年間配当を 1 株につき 10 円を予定しておりま

す。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比べ 606 百万円減少し 9,478 百万円となりました。主な変

動内訳は、現金及び預金の増加 107 百万円、商品の減少 138 百万円、受取手形の減少 415 百万円、短期

貸付金の減少 110 百万円等であります。 

また、負債合計は前事業年度末と比べ 603 百万円減少して 5,756 百万円となりました。主な変動内訳

は、短期借入金の減少 297 百万円、長期借入金の減少 116 百万円、社債の減少 80 百万円等であります。 

なお、純資産合計に大きな変動は無く、前事業年度末と比べ 3 百万円減少して 3,721 百万円となりま

した。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という｡)は、前事業年度末と比べ 126 百万円

増加し 430 百万円(前期比 41.6％増)となりました｡ 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果､資金は 577 百万円の増加(前年同期は 791 百万円の増加)となりました｡主な変動内訳

は、売上債権の減少(297 百万円)、棚卸資産の減少(138 百万円)等であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は 69 百万円の増加(前年同期は 1,682 百万円の減少）となりました。主な変動

内訳は、貸付金の回収による収入(220 百万円) 、定期預金の払戻による収入(71 百万円) 、貸付による

支出(155 百万円) 、定期預金の預入による支出(52 百万円)等であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は 520 百万円の減少（前年同期は 352 百万円の増加）となりました。主な変動

内訳は、短期借入による収入(3,333 百万円)、短期借入金の返済による支出(3,630 百万円)、長期借入の

返済による支出(211 百万円) 等であります。 

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月  

自己資本比率（％）   35.2   38.0   36.9 39.3

時価ベースの自己資本比率(％) 20.5 24.3 18.4 8.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) － 10.1 6.8 8.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － 7.2 6.2 4.9

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれの指標も単独ベースの財務数値により算出しております。 

(注２) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出してお

ります。 

(注３) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

(注４) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象

としております。 

(注５) 利払いはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

(注６) 平成 18 年 3 月のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レ

シオにつきましては、当社の営業キャッシュ・フローがマイナスである為、記載しており

ません。 
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(3) 利益配当に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主に対する利益還元を最優先課題と認識しております。今後の経営環境および業績等を勘案し

つつ株主還元を重視し、継続的な安定配当を行うことを基本といたしております。適切な内部留保を確保

した上で、株主に対する積極的な利益還元に努めて参ります。 
上記の方針に基づき、当期の年間配当は１株につき 10 円(中間５円、期末５円)とさせていただきます。

また、次期につきましても、当期と同じく通期で１株につき 10 円(中間５円、期末５円)の配当を予定して

おります。 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、財務状況に影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあります。 

なお、以下の項目には、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末現在におい

て判断したものであります。 

 

① 財政状態 

ジュエリーの販売は、商品価格が高額なために相応な資金を必要とします。当社は、有利子負債の削

減、現金仕入等により支払金利の低減を図っておりますが今後の金利水準が大きく高騰するような事態

になれば、大きく収益力を圧迫する要因となる可能性があります。 

 

② 売上状況 

当社は、売上高の伸長よりも収益力の強化という方針で今後の事業展開を推進しております。ジュエ

リー市場は最盛期に比較すると市場規模が大きく縮小しているといわれており、少ないパイを奪い合 

う状況となっております。不要不急の嗜好品であるジュエリーは特に景気動向の影響を受けやすく、経

済動向の悪化は売上高を悪化させる大きな要因となる可能 性があります。 

 

③ 仕入状況 

ジュエリーの原材料は、貴金属、宝石などの多くを海外からの輸入に依存しております。貴金属や宝

石の急激な価格変動は、原材料が高騰すれば製品価格の上昇となって消費の冷え込みを招き、価格が 

下落すれば在庫商品の価値の下落となって収益性を圧迫する要因となる可能性があります。 

 

④ 経費の状況 

当社は、収益力強化という方針に基づき、催事・展示会販売を営業の主力と位置づけております。そ

のために、商品以外の付加価値を高め集客力向上を図る販売経費の出費はさけられません。また、商品

力を高めるための人件費を含めた商品開発コストもかかります。これは先行投資となるために必ずしも

十分な効果を得られず損失となる可能性があります。 

 

⑤ 外的要因 

当社は、九州から北海道までの各地において数多くの催事・展示会販売を営業の主力としておりま

す。営業部員の出張も多く商品の移動も頻繁であります。 

その際、事故や犯罪被害等が発生した場合、損害保険、動産保険等の各種保険を付保することにより

人的物的損害に備えておりますが、営業力を大きく損なう可能性があります。 

また、予期せぬ偶発的係争に巻き込まれることにより損失を被る可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社及び子会社２社で構成されており、事業内容は、指輪、ネックレス、ブレスレット、

ピアス・イアリング、アクセサリー等の製造及び販売を主に営んでおります。 

当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 
ジュエリーを通じてお客様に“夢”と“感動”を・・・というスローガンのもとに、卸売業であります

が常に最終ユーザーの顧客満足度を重視するという経営方針であります。そのために、社員一人一人が

「お客様専属のジュエリーコーディネーター」「専属ジュエリーデザイナー」との認識をもち、単に物を

売るのではなく、お客様はじめ株主、経営者、従業員、得意先、仕入先、地域社会等の当社に関わるステ

ークホルダーすべてが“夢”と“感動”をもてるような企業活動を心がけて参ります。そのために、常に

オリジナリティを重視したオンリーワンの商品開発により、お取引先様、仕入先様との連携を深め、ジュ

エリーを通じて心豊かな社会の発展に貢献したいと考えております。 
 

(2) 目標とする経営指標 

効率化を推進し収益力の強化を図って、営業利益 100 百万円以上を確保することが目標であります。 
 

(3) 中長期的な経営戦略 

当社は、量より質を重視する経営の効率化に取り組んでおります。すなわち、売上高の伸長よりも収益

力の向上を重点においた施策であります。そのために販売戦略の中核となる「展示会販売」においては収

益性を重視した取り組みを強化し、商品開発においても商品のクオリティを高め、当社の得意とする中高

級品を引き続き拡充するとともにブランド化を推し進めていく所存であります。これはデザイナーズジュ

エリーのみならず、プロパーと呼ばれている商品群についてもよりオリジナリティを重視した商品造りに

注力していく方針であります。さらに、在庫の効率的運用と商品の鮮度管理を強化する一方で、経費につ

いてもコスト管理を徹底的に推進していきます。 
 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社は中長期の経営戦略に基づいて、催事販売の効率化の追求、魅力有る商品開発、新規得意先の開拓

等により収益力の向上に取り組んで参ります。また、コストや数量を厳正に見直した仕入、販売経費の効

率的な使い方、人材の適正配置、各種経費の圧縮等、聖域を設けず全般的な見直しを行ってまいります。

また、新事業年度より施行された内部統制報告制度については、より透明性の高い経営体制を確立して

コーポレート・ガバナンスの強化に努めて参ります。 
 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書をご参照ください。 
 

(6) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

一般消費者 

得意先 

当社 

ジェイ・エム・シィ㈱ 

TOKYO KIHO 
OVERSEAS(HK) LIMITED 

商品販売 

商品販売 

商品輸出 商品輸入 

商品仕入 

商品販売 （貴金属製品販売） 

（ダイヤルース販売） 

商品販売 
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 396,952 504,395

受取手形 1,318,511 902,517

売掛金 1,150,847 1,198,709

商品 4,351,350 4,212,706

前渡金 14,609 5,462

前払費用 31,699 31,778

未収還付法人税等 3,410 －

繰延税金資産 66,341 43,546

短期貸付金 173,913 63,392

その他 66,237 34,741

貸倒引当金 △27,155 △56,756

流動資産合計 7,546,719 6,940,492

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  150,471 ※1  150,636

減価償却累計額 △8,383 △13,927

建物（純額） 142,087 136,709

車両運搬具 46,142 46,347

減価償却累計額 △33,805 △36,371

車両運搬具（純額） 12,337 9,975

工具、器具及び備品 14,562 14,264

減価償却累計額 △11,483 △11,123

工具、器具及び備品（純額） 3,078 3,141

土地 ※1  260,734 ※1  260,734

有形固定資産合計 418,237 410,560

無形固定資産   

ソフトウエア 30,833 20,833

電話加入権 1,719 1,719

商標権 － 2,850

無形固定資産合計 32,552 25,402

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  69,758 ※1  66,887

関係会社株式 20,000 70,190

出資金 9,438 9,431

長期貸付金 380 46,060

従業員に対する長期貸付金 5,672 6,041

破産更生債権等 60,840 128,799

長期前払費用 891 791

繰延税金資産 92,613 100,725

投資不動産 ※1  1,839,582 ※1  1,840,242

減価償却累計額 △72,268 △96,521

投資不動産（純額） 1,767,314 1,743,721

その他 113,946 51,748

貸倒引当金 △53,548 △122,385

投資その他の資産合計 2,087,308 2,102,011

固定資産合計 2,538,098 2,537,975

資産合計 10,084,818 9,478,468
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 360,836 313,206

1年内償還予定の社債 68,000 80,000

短期借入金 ※1, ※2  3,630,000 ※1, ※2  3,333,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  189,544 ※1  194,584

未払金 74,480 50,315

未払費用 55,854 38,980

未払法人税等 3,267 14,852

未払消費税等 6,677 23,974

前受金 789 434

預り金 13,425 11,194

前受収益 11,185 10,965

返品調整引当金 7,763 5,102

その他 66,085 2,778

流動負債合計 4,487,909 4,079,389

固定負債   

社債 90,000 10,000

長期借入金 ※1  1,398,662 ※1  1,282,398

関係会社長期借入金 19,500 19,500

退職給付引当金 37,013 55,245

長期預り保証金 61,614 44,822

長期未払金 265,150 265,150

固定負債合計 1,871,939 1,677,115

負債合計 6,359,849 5,756,504

純資産の部   

株主資本   

資本金 636,606 636,606

資本剰余金   

資本準備金 504,033 504,033

資本剰余金合計 504,033 504,033

利益剰余金   

利益準備金 83,280 83,280

その他利益剰余金   

別途積立金 2,400,000 2,400,000

繰越利益剰余金 134,200 132,726

その他利益剰余金合計 2,534,200 2,532,726

利益剰余金合計 2,617,480 2,616,007

自己株式 △27,098 △27,098

株主資本合計 3,731,022 3,729,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,074 △7,584

繰延ヘッジ損益 △2,979 －

評価・換算差額等合計 △6,053 △7,584

純資産合計 3,724,968 3,721,964

負債純資産合計 10,084,818 9,478,468
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,534,558 7,942,008

売上原価   

商品期首たな卸高 4,795,117 4,351,350

当期商品仕入高 6,103,621 5,894,160

合計 10,898,739 10,245,511

他勘定振替高 ※1  32,629 ※1  1,017

商品期末たな卸高 4,351,350 4,212,706

売上原価合計 6,514,758 6,031,787

売上総利益 2,019,800 1,910,221

返品調整引当金戻入額 5,417 7,763

返品調整引当金繰入額 7,763 5,102

差引売上総利益 2,017,454 1,912,882

販売費及び一般管理費   

販売促進費 ※1  554,608 ※1  501,121

旅費及び交通費 247,758 202,094

役員報酬 82,800 74,700

従業員給料 520,811 501,888

従業員賞与 85,514 49,308

法定福利費 82,734 82,314

退職給付費用 21,993 38,117

事業税 6,211 5,980

減価償却費 14,048 12,885

貸倒引当金繰入額 － 101,071

その他 ※1  338,232 286,812

販売費及び一般管理費合計 1,954,712 1,856,294

営業利益 62,741 56,587

営業外収益   

受取利息 8,094 10,108

受取配当金 1,206 965

投資不動産賃貸料 180,209 180,432

為替差益 9,289 3,082

受取出向料 1,560 －

その他 15,582 12,903

営業外収益合計 215,942 207,492
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 123,497 116,787

社債利息 2,447 1,181

コミットメントフィー 21,639 20,537

売上割引 14,825 10,533

不動産賃貸原価 64,949 80,622

手形売却損 499 50

その他 ※1  184 ※1  111

営業外費用合計 228,043 229,825

経常利益 50,639 34,254

特別利益   

固定資産売却益 ※2  177,485 －

受取保険金 － 28,912

保険解約返戻金 18 －

特別利益合計 177,503 28,912

特別損失   

固定資産除却損 － ※3  9,364

固定資産売却損 ※4  42,303 ※4  43

投資有価証券評価損 19,076 4,097

保険解約損 － 4,871

貸倒引当金繰入額 21,215 －

商品盗難損失 ※1  29,166 －

特別損失合計 111,761 18,377

税引前当期純利益 116,381 44,790

法人税、住民税及び事業税 3,785 12,093

法人税等還付税額 － △25,806

法人税等調整額 86,249 15,733

法人税等合計 90,035 2,020

当期純利益 26,345 42,769
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 636,606 636,606

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 636,606 636,606

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 504,033 504,033

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 504,033 504,033

資本剰余金合計   

前期末残高 504,033 504,033

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 504,033 504,033

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 83,280 83,280

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 83,280 83,280

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,400,000 2,400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,400,000 2,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 152,352 134,200

当期変動額   

剰余金の配当 △44,498 △44,243

当期純利益 26,345 42,769

当期変動額合計 △18,152 △1,473

当期末残高 134,200 132,726

利益剰余金合計   

前期末残高 2,635,632 2,617,480

当期変動額   

剰余金の配当 △44,498 △44,243

当期純利益 26,345 42,769

当期変動額合計 △18,152 △1,473

当期末残高 2,617,480 2,616,007
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,878 △27,098

当期変動額   

自己株式の取得 △25,219 －

当期変動額合計 △25,219 －

当期末残高 △27,098 △27,098

株主資本合計   

前期末残高 3,774,394 3,731,022

当期変動額   

剰余金の配当 △44,498 △44,243

当期純利益 26,345 42,769

自己株式の取得 △25,219 －

当期変動額合計 △43,371 △1,473

当期末残高 3,731,022 3,729,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,370 △3,074

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,444 △4,510

当期変動額合計 △7,444 △4,510

当期末残高 △3,074 △7,584

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 5,187 △2,979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,166 2,979

当期変動額合計 △8,166 2,979

当期末残高 △2,979 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 9,557 △6,053

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,611 △1,530

当期変動額合計 △15,611 △1,530

当期末残高 △6,053 △7,584

純資産合計   

前期末残高 3,783,952 3,724,968

当期変動額   

剰余金の配当 △44,498 △44,243

当期純利益 26,345 42,769

自己株式の取得 △25,219 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,611 △1,530

当期変動額合計 △58,983 △3,004

当期末残高 3,724,968 3,721,964
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 116,381 44,790

減価償却費 52,809 49,470

投資有価証券評価損益（△は益） 19,076 4,097

固定資産除売却益 △177,485 －

固定資産除売却損 42,303 43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,105 98,437

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,793 18,231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △263,928 －

受取利息及び受取配当金 △9,301 △11,074

支払利息 125,945 117,969

売上債権の増減額（△は増加） 527,786 297,354

たな卸資産の増減額（△は増加） 443,766 138,644

未収消費税等の増減額（△は増加） △27,482 27,482

仕入債務の増減額（△は減少） △156,382 △47,630

未払金の増減額（△は減少） △2,294 △24,426

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,838 17,297

未払費用の増減額（△は減少） △29,082 △17,085

預り金の増減額（△は減少） △17,922 △2,231

長期未払金の増減額（△は減少） 265,150 －

その他 83,444 △55,986

小計 927,048 655,384

利息及び配当金の受取額 9,228 10,936

利息の支払額 △126,837 △117,597

法人税等の支払額 △17,639 △1,022

法人税等の還付額 － 29,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 791,800 577,350

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 △42,000 △52,000

定期預金の払戻による収入 24,000 71,335

有形固定資産の取得による支出 △401,444 △7,262

有形固定資産の売却による収入 266,863 42

無形固定資産の取得による支出 － △3,000

投資不動産の売却による収入 168,118 －

投資不動産の取得による支出 △1,593,655 △10,138

投資有価証券の取得による支出 △8,718 △8,831

子会社株式の取得による支出 － △50,190

貸付けによる支出 △232,526 △155,582

貸付金の回収による収入 120,088 220,036

その他 16,464 65,024

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,682,809 69,433
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,630,000 3,333,000

短期借入金の返済による支出 △4,690,000 △3,630,000

長期借入れによる収入 1,760,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △191,794 △211,224

社債の償還による支出 △86,000 △68,000

自己株式の取得による支出 △25,378 －

配当金の支払額 △44,474 △43,981

財務活動によるキャッシュ・フロー 352,353 △520,205

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） △538,655 126,579

現金及び現金同等物の期首残高 842,664 304,008

現金及び現金同等物の期末残高 304,008 430,587
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

該当事項はありません。 

   

 

重要な会計方針 

 

前事業年度 当事業年度 

項    目 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(1) 満期保有目的の債券 
    償却原価法 
(2) 子会社株式 
    移動平均法による原価法 
(3) その他有価証券 
    時価のあるもの  

･･･ 期末の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均
法により算定） 

(1) 満期保有目的の債券 
    償却原価法(利息法「又は定額法」) 
(2) 子会社株式 
    同左 
(3) その他有価証券 
    時価のあるもの  

同左 
     
 

 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

    時価のないもの  
･･･ 移動平均法による原価法 

    時価のないもの  
同左 
 

２．デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評価

方法 

 

時価法 同左 

 

 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっております。 

(1) 地金商品 

移動平均法による低価法 

(2) 小粒ダイヤモンド商品 

移動平均法による原価法 

(3) 上記以外の商品 

個別法による原価法 

(1) 地金商品 

同左 

(2) 小粒ダイヤモンド商品 

同左 

(3) 上記以外の商品 

同左 

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

 

――――――――――― (会計方針の変更） 

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、当事業年度よ

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。 

なお、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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前事業年度 当事業年度 

項    目 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(1) 有形固定資産及び投資不動産 

定率法 

(1) 有形固定資産及び投資不動産 

同左 

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建

物(建物附属設備は除く)については、定額法

によっております。 

なお、主な有形固定資産及び投資不動産の

耐用年数は以下のとおりであります。 

 

建   物 ･････ 32～34 年 

投資不動産 ･････ ４～50 年 

 

４．固定資産の減価償却の

方法 

 

(会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。 

これにより営業利益は 406 千円減少し、経

常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

1,879 千円減少しております。 

――――――――――― 

(追加情報) 

法人税法改正に伴い、平成 19 年３月 31 日

以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響は軽微であります。 

――――――――――― 

(2) 無形固定資産  

定額法 

自社利用のソフトウェア 

･･･社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(3) 長期前払費用 

定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法 

 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

社債発行費 

同左 
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前事業年度 当事業年度 

項    目 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回

収不能見込額を計上しております。 

①一般債権 

貸倒実績率法によっております｡ 

②貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております｡ 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

(2) 返品調整引当金 

 返品による損失に備えるため、過去におけ

る返品実績を基準とする返品予測高に対する

売買利益相当額を計上しております。 

(2) 返品調整引当金 

同左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員に対する退職金の支給に備えるた

め、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております｡

なお、会計基準変更時差異（31,362 千円）

については、15 年による按分額を計上してお

ります｡ 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

―――――――――― 

(4)    ―――――――――― 

 

６．引当金の計上基準 

(追加情報) 

当社は従来、役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末要支給額を計上

していましたが、平成 19 年６月 28 日開催の

定時株主総会において、役員退職慰労引当金

制度の廃止を決議し、同日を以て廃止致しま

した。 

既に計上済みの役員退職慰労引当金の全額

265,150 千円は固定負債の「長期未払金」に

計上しております。 

 

７．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 
 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております｡ 

同左 

８．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、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おります。 

―――――――――― 
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前事業年度 当事業年度 

項    目 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジを採用しております。 
なお、先物為替予約取引について振当処

理の要件を満たしている場合は振当処理を

採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 
 

 

９．ヘッジ会計の方法 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

先物為替予約取引 

 (ヘッジ対象) 

外貨建金銭債務等 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

輸入取引に伴って生じる外貨建債務の為

替リスクをヘッジするため先物為替予約取

引（主に包括ヘッジ）を行っております。 
なお、投機目的のデリバティブ取引は行

わない方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法等 

先物為替予約取引については、取引の実

行及び管理を社内規程に基づき経理部が行

っており、経理部長は毎月度社長に対し、

先物為替予約及び外貨建債務に関する財務

報告を行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法等 

同左 

１０．キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 
手許現金、要求払預金及び取得日から３か

月以内に満期日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短期的な投資

からなっております｡ 

同左 

 

１１．その他財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております｡ 
(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(2) 企業会計基準第 13 号「リース取引に関す

る会計基準」の改正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おります。 
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（表示方法の変更） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(貸借対照表) 

 流動資産「短期貸付金」は、前事業年度まで「その他」

に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当

事業年度より区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「短期貸付金」は 11,284 千円であり

ます。 

―――――――――― 

(キャッシュ・フロー計算書) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却

損」は、前事業年度まで「その他」に含めて表示しており

ましたが、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記

しております。 

なお、前事業年度の「固定資産売却損」は 5,484 千円で

あります。 

―――――――――― 
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注記事項 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） （平成 21 年３月 31 日） 

※１．担保に供されている資産及びこれに対応する債務 ※１．担保に供されている資産及びこれに対応する債務 

(1) 担保に供されている資産 (1) 担保に供されている資産 

建物 142,087 千円 

土地 260,734 千円 

投資不動産 1,709,759 千円 

計  2,112,582 千円  

建物 136,709 千円 

土地 260,734 千円 

投資不動産 1,687,324 千円 

計 2,084,767 千円  

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 

長期借入金 1,406,336 千円 (注 1) 

短期借入金 403,664 千円  

計 1,810,000 千円 

  

(注 1) １年以内返済予定長期借入金 38,664 千円を

含んでおります。 

上記の他に、取引決済保証金として、投資有価証券 400 千
円を差し入れております。 

長期借入金 1,367,672 千円 (注 1) 

短期借入金 442,328 千円  

計 1,810,000 千円 

  

(注 1) １年以内返済予定長期借入金 118,554 千円を

含んでおります。 

上記の他に、取引決済保証金として、投資有価証券 400 千
円を差し入れております。 

※２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引４金融機関と当座貸越契約及びコミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当期

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

※２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引４金融機関と当座貸越契約及びコミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当期

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
3,000,000 千円

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
2,350,000 千円

 借り入れ実行残高 1,560,000 千円 借り入れ実行残高 1,363,000 千円

 差引額 1,440,000 千円

 

 

差引額 987,000 千円
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 （損益計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

※１．他勘定への振替高の内訳は、以下のとおりでありま

す。 

販売費及び一般管理費 

「販売促進費」 1,147 千円

「その他」  2,316 千円

特別損失 

「商品盗難損失」 29,166 千円 

※１．他勘定への振替高の内訳は、以下のとおりでありま

す。 

販売費及び一般管理費 

「販売促進費」 850 千円

営業外費用 

「その他」  167 千円 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地  169,757 千円

投資不動産 7,695 千円

工具、器具及び備品 27 千円

車両運搬具 4 千円

計 177,485 千円 

※２．       ――――――――――――― 

 

 

 

 

  

※３．       ――――――――――――― 

  

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物   1,369 千円

建物付属設備   479 千円

工具、器具及び備品 119 千円

投資不動産 7,395 千円

計 9,364 千円 
※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

土地   5,947 千円

投資不動産 36,343 千円

車両運搬具 12 千円

計 42,303 千円 

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

車両運搬具 43 千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,478,560 － － 4,478,560

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 3,290 50,939 － 54,229

３．新株予約件等に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 22,376 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月19日 
取締役会 

普通株式 22,121 5 平成19年９月30日 平成19年12月11日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

決議 
株式の 
種類 

配当の 
原資 

配当金の総額 
(千円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 22,121 5 平成20年３月31日 平成20年６月27日

 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,478,560 － － 4,478,560

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 54,229 － － 54,229

３．新株予約件等に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 22,121 5 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月17日 
取締役会 

普通株式 22,121 5 平成20年９月30日 平成20年12月９日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

決議 
株式の 
種類 

配当の 
原資 

配当金の総額 
(千円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成21年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 22,121 5 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

（平成 20 年３月 31 日現在） （平成 21 年３月 31 日現在） 

 現金及び預金勘定 396,952 千円   現金及び預金勘定 504,395 千円  

 定 期 預 金 △92,944 千円   定 期 預 金 △73,807 千円  

 現金及び現金同等物 304,008 千円   現金及び現金同等物 430,587 千円  
  

 

（リース取引関係） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 

 
取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却累 

計額相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円) 

   
取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却累 

計額相当額 

(千円) 

期末残高相

当額 

(千円) 

 

 工具、器具 
及 び 備 品 

28,812 12,078 16,733   
工 具 、 器 具
及 び 備 品

28,812 17,723 11,088
 

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 

 

１年内 

１年超 

5,644 千円

11,088 千円

 

 

 

 

１年内 

１年超 

5,105 千円

5,982 千円

 

 

 合計 16,733 千円   合計 11,088 千円  

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額  ３．支払リース料及び減価償却費相当額  

 支払リース料 5,219 千円   支払リース料 5,644 千円  

 減価償却費相当額 5,219 千円   減価償却費相当額 5,644 千円  

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし､残存価額を零とする 

   定額法によっております｡ 

４．減価償却費相当額の算定方法 

    同左 
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（有価証券関係） 
 
前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

有価証券 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

１．株式  3,240 6,373 3,133 

２．債券     

(1) 国債・地方債等  － － － 

(2) 社 債  － － － 

(3) そ の 他  － － － 

３．その他  － － － 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

小  計  3,240 6,373 3,133 

１．株式  59,464 32,070 △27,393 

２．債券     

(1) 国債・地方債等  － － － 

(2) 社 債  － － － 

(3) そ の 他  － － － 

３．その他  － － － 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

小  計  59,464 32,070 △27,393 

合      計  62,704 38,444 △24,260 

(注) 当事業年度において、19,076 千円減損処理を行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券(満期保有目的の債券及び子会社株式・関連会社株式で時価のあるものを

除く)                                                                                  
区分 平成 20 年３月 31 日 

満期保有目的の債券 貸借対照表計上額（千円） 

社債 15,000 

計 15,000 

子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 20,000 

計 20,000 

その他有価証券 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 16,314 

計 16,314 

 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 

種    類 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超 10 年以内 

（千円） 

１0年超 

（千円） 

１．債券      

(1) 国 債 ・ 地 方 債 等  － － － － 

(2) 社 債  5,000 10,000 － － 

(3) そ の 他  － － － － 

合  計  5,000 10,000 － － 
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当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

有価証券 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

１．株式  － － － 

２．債券     

(1) 国債・地方債等  － － － 

(2) 社 債  － － － 

(3) そ の 他  － － － 

３．その他  － － － 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

小  計  － － － 

１．株式  52,459 35,573 △16,885 

２．債券     

(1) 国債・地方債等  － － － 

(2) 社 債  － － － 

(3) そ の 他  － － － 

３．その他  － － － 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

小  計  52,459 35,573 △16,885 

合      計  52,459 35,573 △16,885 

(注) 当事業年度において、4,097 千円減損処理を行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券(満期保有目的の債券及び子会社株式・関連会社株式で時価のあるものを

除く)                                                                                  
区分 平成 21 年３月 31 日 

満期保有目的の債券 貸借対照表計上額（千円） 

社債 15,000 

計 15,000 

子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 70,190 

計 70,190 

その他有価証券 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 16,314 

計 16,314 

 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 

種    類 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超 10 年以内 

（千円） 

１0年超 

（千円） 

１．債券      

(1) 国 債 ・ 地 方 債 等  － － － － 

(2) 社 債  － 15,000 － － 

(3) そ の 他  － － － － 

合  計  － 15,000 － － 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(1) 取引の内容 

当社は、通常の営業活動における輸入取引に伴って生

じる外貨建債務等の為替リスクをヘッジするため、原則

として先物為替予約取引(主に包括ヘッジ)を行っており

ます。 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

輸入取引に伴って生じる外貨建債務の為替リスクをヘ

ッジする目的でデリバティブ取引を行っており、投機目

的のデリバティブ取引は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

    同左 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通貨関連において外貨金銭債権

債務の為替変動リスクを回避して安定的な利益の確保を

図る目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

(3) 取引の利用目的 

    同左 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、先物

為替予約取引について振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

     同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジの手段・・・先物為替予約取引 

ヘッジの対象・・・外貨建金銭債権債務等 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左 

③ ヘッジ方針 

輸入取引に伴って生じる外貨建債務の為替リスク

をヘッジするため先物為替予約取引(主に包括ヘッ

ジ)を行っております。なお、投機目的のデリバティ

ブ取引は行わない方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しており

ます。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

先物為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを

有しております。契約先には信用度の高い銀行を選定す

るため、相手先の契約不履行に係るリスクいわゆる信用

リスクは、ほとんどないものと判断しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

取引の実行及び管理は、社内規程に基づき経理部が行

っており、経理部長は毎月度社長に対し、先物為替予約

及び外貨建債務に関する財務報告を行っております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  同左 
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２．取引時価等に関する事項 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。   同左 

(注)  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（退職給付関係） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適

格退職年金制度を併用しております。 

なお、適格退職年金制度は、当該年金制度の廃止に伴

い、平成 19 年８月１日より確定給付年金制度へ移行し

ました。なお、当該制度変更にともなう損益への影響は

ありません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適

格退職年金制度を併用しております。 

なお、適格退職年金制度は、当該年金制度の廃止に伴

い、平成 19 年８月１日より確定給付年金制度へ移行し

ました。なお、当該制度変更にともなう損益への影響は

ありません。 

２．未積立退職給付債務に関する事項 

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

退職給付債務 △135,884 千円

年金資産 84,234 千円

未積立退職給付債務 △51,649 千円 

２．未積立退職給付債務に関する事項 

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

退職給付債務 △140,593 千円

年金資産 72,802 千円

未積立退職給付債務 △67,790 千円 

３．退職給付費用に関する事項 

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

当期に生じたと認められる額 19,902 千円

会計基準変更時差異の 
費用処理額 

2,090 千円

退職給付費用 21,993 千円

  

３．退職給付費用に関する事項 

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

当期に生じたと認められる額 36,026 千円

会計基準変更時差異の 
費用処理額 

2,090 千円

退職給付費用 38,117 千円 

４．退職給付債務等の計算の基準に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 15 年

未積立退職給付債務 △51,649 千円

会計基準変更時差異の未処理額 14,635 千円

退職給付引当金 △37,013 千円 

４．退職給付債務等の計算の基準に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 15 年

未積立退職給付債務 △67,790 千円

会計基準変更時差異の未処理額 12,545 千円

退職給付引当金 △55,245 千円 

 

（ストック・オプション関係） 

 前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年３月３１日） （平成 21 年３月３１日） 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

（繰延税金資産） 

会員権評価損 4,444 千円 

未払事業税 843  

商品評価損 91,374  

投資有価証券評価損 10,930  

返品調整引当金 3,158  

退職給付引当金 15,060  

役員退職慰労引当金 107,889  

貸倒引当金 23,834  

減損損失 463  

その他 14,262  

評価性引当金 △113,309  

繰延税金資産合計 158,954  

（繰延税金負債） 

 -  

繰延税金資産の純額 158,954  
 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

（繰延税金資産） 

会員権評価損 4,444 千円 

未払事業税 1,739  

商品評価損 37,457  

投資有価証券評価損 3,168  

返品調整引当金 2,076  

退職給付引当金 22,479  

役員退職慰労引当金 107,889  

貸倒引当金  45,779  

減損損失 146  

その他 7,477  

評価性引当金 △88,386  

繰延税金資産合計 144,271  

（繰延税金負債） 

 -  

繰延税金資産の純額 144,271  
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7 ％

（調 整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 5.2  

商品評価損 4.9  

住民税均等割等 3.2  

評価性引当金の増減 22.6  

その他 0.8  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 77.4
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7 ％

（調 整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 15.6  

更生の請求による繰越欠損金の差異 29.4  

更生の請求による商品評価損の差異 19.3  

過年度法人税に含まれる事業税還付 4.6  

住民税均等割等 8.4  

評価性引当金の増減 △55.6  

過年度法人税 △57.6  

その他 △0.3  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.5
 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

 関連会社が存在しないため、記載しておりません。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

主要株
主 ( 個
人 ) 及
びその
近親者 

政木喜三郎 東京都 

台東区 
― 当社代表取

締役 
直接 17.4 ― ― 商品の販売

(※３) 
 

6,568 ― ― 

固定資産の

譲渡(※１)
 

467,050 

 

― 

 

― 

 

賃借料の 

支払(※２)
 

4,685 

 

前払費用 370

固定資産の
取得(※１)
 

1,952,000 

 

― ― 

 

政和商事㈱ 東京都 
台東区 

96,000 不動産賃貸 当社の主要
株主政木喜
三郎及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
する会社 
直接 0.2 

兼任１人 不動産の
賃貸 

保証金の 

差入(※４)
 

3,000 

 

保証金 3,000

仕入(※３)
 

28,776 買掛金 1,873

売上(※３)
 

9,711 売掛金 2,216

賃貸料の 

受取(※２)
 

6,511 

 

前受収益 
 

584

主要株
主 ( 個
人 ) 及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社
等 ( 子
会社含
む) 

㈱オーラム
ジュエリー
サービスセ
ンター 

東 京 都
台東区 

10,000 貴金属等の
修理加工 

政和商事㈱
の子会社 

なし 修理加工
及び地金
等の販売

保証金の 

受入(※４)
 

3,800 

 

預り保証金 3,800

役員及
びその
近親者 

政木喜三郎 東京都 

台東区 
― 当社代表取

締役 
直接 17.4 当社との関係内容等は、上記「主要株主(個人)及びその近親者」に記載し

ております。 

政和商事㈱ 東京都 
台東区 

96,000 不動産賃貸 当社の役員
政木喜三郎
及びその近
親者が議決
権の過半数
を所有する
会社 
直接 0.2 

当社との関係内容等は、上記「主要株主(個人)及びその近親者が議決権の
過半数を所有する会社等(子会社含む)」に記載しております。 

㈱オーラム
ジュエリー
サービスセ
ンター 

東 京 都
台東区 

10,000 貴金属等の 

修理加工 

政和商事㈱
の子会社 

当社との関係内容等は、上記「主要株主(個人)及びその近親者が議決権の
過半数を所有する会社等(子会社含む)」に記載しております。 

仕入(※３)
 

14,661 ― ― 

売上(※３)
 

292,190 売掛金 131,969

賃貸料の 

受取(※２)
 

5,367 前受収益 499

保証金の 

受入(※４)
 

685 預り保証金 685

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社
等 ( 子
会社含
む) 

㈱ケイアイ
ディ 

東 京 都
台東区 

10,000 貴金属等の
販売 

当社の役員
加芝清美及
びその近親
者が議決権
の過半数を
所有する会
社 

直接 0.0 

なし 貴金属等
の購入及
び販売 

社員の出向

(※４) 
 

1,560 ― ― 

(注) １ 上記取引金額には、消費税等は含んでおりませんが、債権債務に係る残高のうち、消費税等課税取引に係るものは

消費税等を含んでおります。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(※１) 固定資産の譲渡及び取得価格については、市場価格を参考にしております。 

(※２) 賃借料の支払及び受取については、近隣の取引実勢を参考にして、同等の価格によっております。 

(※３) 商品の販売、売上、仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(※４) 保証金の差入及び受入については、近隣の取引実勢を参考にして交渉の上決定しております。 

(※５) 社員の出向については、一般的な取引条件を参考に契約により決定しております。 
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当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

賃借料の 

支払(※１)
 

4,740 

 

前払費用 422

保証金の 

差入(※３)
 

3,000 

 

保証金 3,000

政和商事㈱ 東京都 
台東区 

96,000 不動産賃貸 当社の主要
株主政木喜
三郎及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
する会社 
直接 0.2 

兼任１人 不動産の
賃貸 

業務委託料
の支払い 
 

4,571 ― ― 

仕入(※２)
 

35,025 買掛金 3,087

売上(※２)
 

4,590 売掛金 734

賃貸料の 

受取(※１)
 

6,456 

 

前受収益 
 

504

主要株
主 ( 個
人 ) 及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社
等 ( 子
会社含
む) 

㈱オーラム
ジュエリー
サービスセ
ンター 

東 京 都
台東区 

10,000 貴金属等の
修理加工 

政和商事㈱
の子会社 

なし 修理加工
及び地金
等の販売

保証金の 

受入(※３)
 

3,800 預り保証金 3,800

政和商事㈱ 東京都 
台東区 

96,000 不動産賃貸 当社の役員
政木喜三郎
及びその近
親者が議決
権の過半数
を所有する
会社 
直接 0.2 

当社との関係内容等は、上記「主要株主(個人)及びその近親者が議決権の
過半数を所有する会社等(子会社含む)」に記載しております。 

㈱オーラム
ジュエリー
サービスセ
ンター 

東 京 都
台東区 

10,000 貴金属等の 

修理加工 

政和商事㈱
の子会社 

当社との関係内容等は、上記「主要株主(個人)及びその近親者が議決権の
過半数を所有する会社等(子会社含む)」に記載しております。 

仕入(※２)
 

54,098 買掛金 8,283

売上(※２)
 

316,537 売掛金 127,715

 
 

 受取手形 96,886

賃貸料の 

受取(※１)
 

3,543 前受収益 164

保証金の 

受入(※３)
 

685 預り保証金 685

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社
等 ( 子
会社含
む) 

㈱ケイアイ
ディ 

東 京 都
台東区 

10,000 貴金属等の
販売 

当社の役員
加芝清美及
びその近親
者が議決権
の過半数を
所有する会
社 

直接 0.0 

なし 貴金属等
の購入及
び販売 

    

(注) １ 上記取引金額には、消費税等は含んでおりませんが、債権債務に係る残高のうち、消費税等課税取引に係るものは

消費税等を含んでおります。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 (※１) 賃借料の支払及び受取については、近隣の取引実勢を参考にして、同等の価格によっております。 

(※２) 商品の販売、売上、仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(※３) 保証金の差入及び受入については、近隣の取引実勢を参考にして交渉の上決定しております。 
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（企業結合等関係） 

 前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 841.93 円

１株当たり当期純利益 5.93 円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 

１株当たり純資産額 841.25 円

１株当たり当期純利益 9.67 円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
(注) 算定上の基礎 

1.１株当たり純資産額 

 

2.１株当たり当期純利益 

 

前事業年度 当事業年度 
項 目 

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日） 

貸借対照表上の純資産の部の合計額 （千円） 3,724,968 3,721,964 

普通株式に係る純資産額 （千円） 3,724,968 3,721,964 

差額の主な内訳 （千円） － － 

普通株式の発行済株式数 （株） 4,478,560 4,478,560 

普通株式の自己株式数 （株） 54,229 54,229 

１株当たり純資産額の算定に用い 
られた普通株式の数 

（株） 4,424,331 4,424,331 

前事業年度 当事業年度 

項 目 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益 （千円） 26,345 42,769 

普通株式に係る当期純利益 （千円） 26,345 42,769 

普通株式の期中平均株式数 （株） 4,445,022 4,424,331 

東京貴宝㈱(7597) 平成21年３月期決算短信(非連結)

- 32 -



 

 

（重要な後発事象） 

 前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

６．その他 
 
(1) 役員の異動 

 ① 代表者の移動 

代表者の異動については、平成 21 年４月 30 日に開示しております。 

 

② 役員の移動 

役員の異動については、平成 21 年４月 30 日に開示しております。 

 

(2) その他 

 該当事項はありません。 

 

東京貴宝㈱(7597) 平成21年３月期決算短信(非連結)

- 33 -


	1
	2
	3
	4



