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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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3月期第1四半期 1,576 △17.2 4 △73.6 △4 ― 6 △79.9

21年3月期第1四半期 1,903 ― 18 ― 11 ― 33 ―

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3月期第1四半期 1.51 ―

21年3月期第1四半期 7.51 ―

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3月期第1四半期 9,391 3,709 39.5 838.46
21年3月期 9,478 3,721 39.3 841.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,709百万円 21年3月期  3,721百万円

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3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 無

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3月期第1四半期 4,478,560株 21年3月期  4,478,560株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  54,231株 21年3月期  54,229株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 4,424,331株 21年3月期第1四半期 4,424,331株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記に記載した数値予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、４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。 
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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１四半期におけるわが国の経済は、株価の回復等の好材料もありながら、依然として世界的な景

気低迷の状況から脱したとは言えず、企業業績の不振、雇用情勢の悪化や所得水準の悪化等による個人

消費の低迷など、厳しい経済情勢から脱却したとはいえない状況であります。 

宝飾業界においては、さらに厳しい状況は続いております。当社におきましても得意先の仕入抑制傾

向もあり卸売販売は低迷し、主力と位置づけている催事販売においても、来客数や販売点数にさほどの

落ち込みはみられないものの、販売単価の低下傾向が続いており、売上高が低迷する原因となっており

ます。これをカバーするために経費削減にも取り組んで参りましたが、利益面におきましても前期実績、 

予算を下回ってしまいました。 

その結果､当第１四半期の売上高は 1,576 百万円(前年同四半期比 17.2％減)､経常損失は 4百万円（前

年同四半期は 11 百万円の経常利益）、四半期純利益は 6百万円（前年同四半期比 79.9％減）となりまし

た。 

 

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） 

当第１四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ86百万円減少し9,391百万円となりました。これは

主に、受取手形及び売掛金が143百万円、現金及び預金が16百万円減少したこと、商品が108百万円増加

したことによるものであります。 

（負債） 

負債は、長期借入金の返済48百万円、社債の償還10百万円等により、前事業年度末に比べ74百万円減

少し5,682百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、利益剰余金の減少により前事業年度末に比べ12百万円減少し3,709百万円となりました。 

 

(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 3 百万円

増加し 433 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､資金は6百万円の減少(前年同四半期は23百万円の増加)となりました｡主な変動内訳

は、売上債権の減少 132 百万円、たな卸資産の増加 108 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 36 百万円の増加(前年同四半期は 11 百万円の増加）となりました。主な変動

内訳は、定期預金の払戻による収入 34 百万円 、貸付金の回収による収入 6百万円 、定期預金の預入に

よる支出 14 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 27 百万円の減少（前年同四半期は 13 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 3,121 百万円、短期借入金の返済による支出 3,083 百万円、長期借入の

返済による支出 48 百万円 等であります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

第１四半期の業績は前期比では大きく落込んでおりますが、当初予想の範囲内であり、第２四半期累

計期間及び通期の業績予想につきましては、平成 21 年５月 20 日発表「平成 21 年３月期決算短信(非連

結)」にて発表した業績予想から変更はありません。 

 
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 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 経過勘定項目の算定方法 

一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による既算額で計上する方法によっており

ます。 

 

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１四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。 

 

⑤ 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。 

なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

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。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 487,450 504,395

受取手形及び売掛金 1,957,563 2,101,226

商品 4,320,781 4,212,706

その他 157,542 178,920

貸倒引当金 △49,660 △56,756

流動資産合計 6,873,678 6,940,492

固定資産   

有形固定資産 407,908 410,560

無形固定資産 22,695 25,402

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,737,556 1,743,721

その他 483,935 480,676

貸倒引当金 △133,833 △122,385

投資その他の資産合計 2,087,658 2,102,011

固定資産合計 2,518,262 2,537,975

資産合計 9,391,940 9,478,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 318,286 313,206

短期借入金 3,565,584 3,527,584

未払法人税等 7,924 14,852

返品調整引当金 4,934 5,102

その他 347,397 218,644

流動負債合計 4,244,126 4,079,389

固定負債   

社債 － 10,000

長期借入金 1,253,252 1,301,898

退職給付引当金 47,419 55,245

その他 137,511 309,972

固定負債合計 1,438,182 1,677,115

負債合計 5,682,309 5,756,504
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 2,600,555 2,616,007

自己株式 △27,098 △27,098

株主資本合計 3,714,096 3,729,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,464 △7,584

評価・換算差額等合計 △4,464 △7,584

純資産合計 3,709,631 3,721,964

負債純資産合計 9,391,940 9,478,468

東京貴宝㈱(7597) 平成22年３月期　第１四半期決算短信(非連結)

- 6 -



(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,903,470 1,576,389

売上原価 1,456,064 1,266,835

売上総利益 447,406 309,554

返品調整引当金戻入額 7,763 5,102

返品調整引当金繰入額 7,921 4,934

差引売上総利益 447,248 309,722

販売費及び一般管理費   

販売促進費 85,828 39,410

旅費及び交通費 56,634 43,361

役員報酬 22,200 13,650

従業員給料 127,983 109,671

従業員賞与 20,871 7,622

法定福利費 20,279 17,113

退職給付費用 2,022 5,472

事業税 1,552 1,495

減価償却費 2,898 2,652

貸倒引当金繰入額 － 4,352

その他 88,930 60,163

販売費及び一般管理費合計 429,200 304,965

営業利益 18,048 4,756

営業外収益   

受取利息 3,781 1,300

受取配当金 420 731

投資不動産賃貸料 46,104 41,672

その他 5,919 825

営業外収益合計 56,226 44,530

営業外費用   

支払利息 29,838 24,390

不動産賃貸原価 23,719 21,098

その他 9,028 8,245

営業外費用合計 62,586 53,734

経常利益又は経常損失（△） 11,688 △4,447

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,625 －

保険解約返戻金 － 469

長期未払金戻入額 － 17,166

特別利益合計 2,625 17,636

税引前四半期純利益 14,313 13,188

法人税、住民税及び事業税 6,793 6,519

法人税等還付税額 △25,684 －

法人税等合計 △18,891 6,519

四半期純利益 33,205 6,669
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 14,313 13,188

減価償却費 11,984 11,406

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,625 4,352

受取利息及び受取配当金 △4,202 △2,031

支払利息 30,254 24,691

売上債権の増減額（△は増加） △73,677 132,821

たな卸資産の増減額（△は増加） △229,172 △108,075

仕入債務の増減額（△は減少） 263,621 5,079

その他 42,979 △53,740

小計 53,475 27,691

利息及び配当金の受取額 4,028 1,857

利息の支払額 △31,811 △24,252

法人税等の支払額 △2,357 △11,843

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,334 △6,546

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 △10,500 △14,500

定期預金の払戻による収入 36,098 34,528

有形固定資産の取得による支出 △275 －

投資有価証券の取得による支出 △2,115 △2,045

投資有価証券の売却による収入 － 2,800

貸付けによる支出 △56,713 －

貸付金の回収による収入 45,440 6,140

その他 △9 9,702

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,924 36,625

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 3,460,000 3,121,000

短期借入金の返済による支出 △3,380,000 △3,083,000

長期借入金の返済による支出 △51,136 △48,646

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

配当金の支払額 △5,588 △6,421

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,275 △27,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48,534 3,012

現金及び現金同等物の期首残高 304,008 430,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 352,542 433,599
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 
当第１四半期累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

 
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 

 
当第１四半期累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

 
該当事項はありません。 
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