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1.  平成22年1月期第1四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年4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 ％

22年1月期第1四半期 565 ― △67 ― △67 ― △44 ―

21年1月期第1四半期 825 6.5 39 ― 39 ― 27 ―

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

22年1月期第1四半期 △11.30 ―

21年1月期第1四半期 6.86 ―

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

22年1月期第1四半期 2,038 1,541 75.6 390.36
21年1月期 2,104 1,605 76.3 406.46

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  1,541百万円 21年1月期  1,605百万円

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

21年1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年1月期 ―

22年1月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年1月期の業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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）

（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

第2四半期 
累計期間

1,170 △25.5 △88 ― △88 ― △50 ― △12.66

通期 2,600 △16.4 △25 ― △25 ― △20 ― △5.06



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、４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、４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） 22年1月期第1四半期 3,960,000株 21年1月期  3,960,000株

② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  10,583株 21年1月期  10,483株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第1四半期 3,949,467株 21年1月期第1四半期 3,950,537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。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、３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)業績の状況 

 第１四半期におきましては、ジュエリー市場の低迷が予想を上回る状況となりましたが、そのような経営環境の

下、当社ではクォリティーファースト（品質第一）を重視し、市場のニーズに応える商品の開発や新規顧客の開拓な

どに注力してまいりました。 

 財務面では、営業活動におけるキャッシュフローを重視し、より一層の財務体質強化を図るために、製造原価を21

百万円押し上げる要因となったものの、棚卸資産の圧縮を前期から継続したことなどにより、現預金等の保有額が前

期末から112百万円増加し過去最高水準となったほか、自己資本比率は75％となるなど非常に高い健全性を維持して

おります。 

 売上面では、ジュエリー受注事業におきましてはマリッジ、エンゲージリングを中心にブライダル関係商品のシェ

アアップや販路開拓および新型商品の開発などを進めてまいりましたが、地金相場が前年同期との比較で大幅に下落

したことに伴う商品単価の低下や、このたびの不況下における市場の大幅な縮小と、顧客企業の在庫水準が高止まり

し、発注に慎重な姿勢を強めていたことから、第２四半期に予定していた受注が第３四半期にずれ込み、売上高が伸

び悩みました。ジュエリーパーツ事業におきましては、国内向け商品ではピアスポストなど一部の商品で売上高が伸

長しましたが、市場縮小の影響を受け全体としては伸び悩む結果となりました。また、海外向け販売につきまして

は、世界同時不況の影響により前年同期との比較で売上高が大幅に減少いたしました。 

利益面では、売上高減少に伴う売上総利益の減少を受けて、生産体制の見直しや人件費削減などに着手しました

が、コスト削減の効果が第３四半期以降になることから、営業利益、経常利益ともに前年同期との比較で大幅なマイ

ナスとなりました。また、棚卸資産圧縮による製造原価の21百万円の上昇や「棚卸資産の評価に関する会計基準」の

適用開始に伴い６百万円の棚卸資産評価損を計上したことも利益の減少に大幅な影響を与えました。 

以上により、第１四半期における当社の業績は、売上高が565百万円、経常損失67百万円、四半期純損失は44百万

円となりました。 

 なお、ジュエリー受注事業につきましては、引き続き堅調なブライダル関係商品を中心に、新型商品の開発を進め

るほか、オリジナル素材を用いた新商品の開発、市場投入などに注力してまいります。 

ジュエリーパーツ事業につきましては、遅れていた新型商品の市場投入を進めるほか、安定した財務基盤を活か

し、新規設備の導入による生産能力増強と品質の向上・安定化を図るほか、インターネットを利用した販売にも着手

いたします。また、海外向け販売につきましては、中国市場に復調の兆しが見られるため、新アイテムの投入を積極

的に進めてまいります。 

企業全体といたしましては、短期的には期末までに前期に比べ通期で15％削減を目標として人件費および製造コ

スト等の削減、固定費全般の変動費化などを進めることで収益を改善してまいります。 

 また、長期的には過去最高水準の現預金等を活かし、商品開発、市場開拓だけでなく同業種・異業態企業などの買

収・連携なども視野に入れ、積極的、継続的な成長戦略を摸索してまいります。このような施策を打つことにより、

厳しい経営環境下におきましても将来への成長分野を確保し、かつ安定した経営基盤づくりに努めてまいります。

  

    当第１四半期会計期間における総資産は2,038百万円となり、前事業年度末に比べ65百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、受取手形及び売掛金が164百万円、棚卸資産が30百万円減少し、現金及び預金が112百万円増加した事

によるものであります。 

  負債は497百万円となり、前事業年度末に比べ2百万円減少いたしました。その主な要因は、買掛金の減少21百万円に

よるものであります。 

 なお、純資産は1,541百万円となり、自己資本比率は75.6％となりました。 

  キャッシュ・フローの分析 

   当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に対して108百万円増

加し、当期末残高は527百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果獲得した資金は126百万円となりました。これは主に、売上債権と棚卸資産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） 

   投資活動の結果使用した資金は8百万円となりました。これは主に、定期預金の預入によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果使用した資金は10百万円となりました。これは主に、借入金の返済によるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



   

  

  当第１四半期における業績及び今後の動向を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、第２四半期及び通期の業績

予想を修正しております。詳細は、本日別途開示いたします、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

  

  

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。 

②法人税等の算定方法 

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。 

③一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

当第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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号)が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)により算定しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、売上総利益が６百万円減少し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失がそ

れぞれ６百万円増加しております。 

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 665,048 552,242

受取手形及び売掛金 402,622 567,344

商品 947 1,379

製品 133,848 104,663

原材料 42,644 26,405

仕掛品 305,819 380,970

その他 41,284 20,808

貸倒引当金 △4,023 △5,695

流動資産合計 1,588,189 1,648,117

固定資産   

有形固定資産 365,085 372,400

無形固定資産 8,766 9,180

投資その他の資産   

投資有価証券 21,692 19,594

保険積立金 36,778 35,106

その他 43,321 44,110

貸倒引当金 △24,994 △23,725

投資その他の資産合計 76,797 75,086

固定資産合計 450,649 456,667

資産合計 2,038,839 2,104,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62,350 89,159

短期借入金 230,000 230,000

1年内返済予定の長期借入金 23,500 26,176

未払法人税等 1,420 6,010

その他 105,935 69,183

流動負債合計 423,205 420,528

固定負債   

長期借入金 18,400 23,500

退職給付引当金 38,520 38,710

役員退職慰労引当金 17,016 16,741

固定負債合計 73,936 78,951

負債合計 497,142 499,480



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 602,150 602,150

資本剰余金 509,290 509,290

利益剰余金 433,052 497,421

自己株式 △3,143 △3,133

株主資本合計 1,541,349 1,605,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 347 △423

評価・換算差額等合計 347 △423

純資産合計 1,541,696 1,605,304

負債純資産合計 2,038,839 2,104,784



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 565,002

売上原価 538,671

売上総利益 26,330

販売費及び一般管理費 94,130

営業損失（△） △67,800

営業外収益  

受取利息 131

受取地代家賃 458

為替差益 90

雑収入 88

営業外収益合計 769

営業外費用  

支払利息 862

雑損失 0

営業外費用合計 862

経常損失（△） △67,894

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,702

特別利益合計 1,702

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,300

特別損失合計 1,300

税引前四半期純損失（△） △67,491

法人税等 △22,870

四半期純損失（△） △44,620



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △67,491

減価償却費 9,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） △190

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 275

貸倒引当金の増減額（△は減少） △402

受取利息及び受取配当金 △131

支払利息 862

為替差損益（△は益） △90

売上債権の増減額（△は増加） 164,722

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,397

仕入債務の増減額（△は減少） △26,808

未払債務の増減額（△は減少） 17,489

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,033

破産更生債権等の増減額（△は増加） 30

その他 7,679

小計 131,421

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △867

法人税等の支払額 △4,251

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,307

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 △4,500

有形固定資産の取得による支出 △725

投資有価証券の取得による支出 △816

その他 △2,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,063

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △7,776

配当金の支払額 △2,242

その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,028

現金及び現金同等物に係る換算差額 90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,306

現金及び現金同等物の期首残高 418,843

現金及び現金同等物の四半期末残高 527,149



  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。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成21年１月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  825,183

Ⅱ 売上原価  689,381

売上総利益  135,801

Ⅲ 販売費及び一般管理費  96,016

営業利益  39,785

Ⅳ 営業外収益  792

Ⅴ 営業外費用  1,415

経常利益  39,162

Ⅵ 特別利益  7,669

Ⅶ 特別損失  497

税引前四半期純利益  46,334

税金費用  19,216

四半期純利益  27,118



前第１四半期累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年１月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益   46,334

減価償却費  8,466

退職給付引当金の増減額（減少：△）  2,580

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  475

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △7,669

受取利息及び受取配当金 △131

固定資産除却損   497

支払利息   1,112

為替差損   302

売上債権の増減額（増加：△）   76,336

たな卸資産の増減額（増加：△）   38,493

仕入債務の増減額（減少：△）  △104,879

未払債務の増減額（減少：△）   25,918

未払消費税等の増減額（減少：△）  △3,281

破産更生債権等の増減額（増加：△）  △2,615

その他   14,044

小計  95,984

利息及び配当金の受取額  10

利息の支払額  △1,116

法人税等の支払額 △1,620

営業活動によるキャッシュ・フロー  93,258

Ⅱ 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 △4,500

有形固定資産の取得による支出 △886

 その他 △1,161

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,547

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出 △7,776

 配当金の支払額 △2,101

 その他 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,896

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △302

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  76,511

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  161,779

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  238,291
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