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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,785 △12.1 85 △18.3 55 △39.5 38 △56.5

21年3月期第2四半期 4,308 ― 104 ― 92 ― 87 ―

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2四半期 8.62 ―

21年3月期第2四半期 19.81 ―

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2四半期 9,647 3,745 38.8 846.46
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2四半期  3,745百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期  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2四半期 4,424,330株 21年3月期第2四半期 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として景気低迷の状況から脱したとは言えず、回復

するかに見えた株価も勢いは見られず、かえって円高が輸出企業業績を圧迫する懸念もあって二番底が

云々される状況となっております。相変わらず雇用情勢や個人消費は低迷したままであり、厳しい経済情

勢が続いております。 

宝飾業界においても、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相変わらず卸売販売は

低迷し、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は続いておりま

す。売上高についても利益面についても前期同四半期を大きく下回ってしまいました。しかし、当初の見

込みに対してはほぼ計画通りの実績となっております。 

その結果､当第２四半期累計期間の売上高は 3,785 百万円(前年同四半期比 12.1％減)､経常利益は 55 百

万円（前年同四半期比 39.5％減）、四半期純利益は 38百万円（前年同四半期比 56.5％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２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ168百万円増加し9,647百万円となりました。

主な変動内訳は、現金及び預金の増加360百万円、受取手形及び売掛金の増加75百万円、商品の減少220百

万円等であります。 

（負債） 

当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ145百万円増加し5,902百万円となりました。主

な増加要因は、短期借入金の増加264百万円、社債の発行150百万円等であります。また、主な減少要因は、

長期未払金の減少179百万円、長期借入金の返済97百万円、社債の償還40百万円等であります。 

（純資産） 

純資産は、利益剰余金の増加により前事業年度末に比べ23百万円増加し3,745百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間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 357

百万円増加し788百万円となりました｡ 

（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87百万円の増加(前年同四半期は31万円の増加)となりました｡主な変動内訳は、

たな卸資産の減少 220百万円、税引前四半期純利益 75百万円、売上債権の増加70百万円等であります。 

（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 19百万円の増加(前年同四半期は 28万円の減少）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 9百万円 、定期預金の預入による支

出 37百万円等であります。 

（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 250 百万円の増加（前年同四半期は 116 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 3,357 百万円、社債の発行による収入 146 百万円、短期借入金の返済によ

る支出 3,093 百万円、長期借入の返済による支出 97百万円等であります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

第２四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、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２四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２四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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 864,787 504,395

受取手形及び売掛金 2,176,732 2,101,226

商品 3,992,402 4,212,706

その他 192,189 178,920

貸倒引当金 △47,397 △56,756

流動資産合計 7,178,714 6,940,492

固定資産   

有形固定資産 405,046 410,560

無形固定資産 20,124 25,402

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,731,390 1,743,721

その他 437,898 480,676

貸倒引当金 △125,746 △122,385

投資その他の資産合計 2,043,543 2,102,011

固定資産合計 2,468,714 2,537,975

資産合計 9,647,428 9,478,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 286,083 313,206

短期借入金 3,791,584 3,527,584

未払法人税等 40,112 14,852

返品調整引当金 5,463 5,102

その他 269,517 218,644

流動負債合計 4,392,760 4,079,389

固定負債   

社債 120,000 10,000

長期借入金 1,204,606 1,301,898

退職給付引当金 53,617 55,245

その他 131,428 309,972

固定負債合計 1,509,652 1,677,115

負債合計 5,902,413 5,756,504
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,632,019 2,616,007

自己株式 △27,098 △27,098

株主資本合計 3,745,560 3,729,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △546 △7,584

評価・換算差額等合計 △546 △7,584

純資産合計 3,745,014 3,721,964

負債純資産合計 9,647,428 9,478,468
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,308,461 3,785,675

売上原価 3,225,831 2,959,669

売上総利益 1,082,629 826,005

返品調整引当金戻入額 7,763 5,102

返品調整引当金繰入額 7,071 5,463

差引売上総利益 1,083,321 825,644

販売費及び一般管理費   

販売促進費 298,764 223,710

旅費及び交通費 108,522 83,356

役員報酬 41,850 25,775

従業員給料 255,708 209,979

従業員賞与 32,072 16,272

法定福利費 40,767 33,689

退職給付費用 14,646 19,703

事業税 2,998 2,990

減価償却費 6,051 5,281

貸倒引当金繰入額 18,587 －

その他 159,138 119,704

販売費及び一般管理費合計 979,107 740,462

営業利益 104,213 85,182

営業外収益   

受取利息 7,017 2,529

受取配当金 664 744

投資不動産賃貸料 90,638 83,251

その他 8,753 3,292

営業外収益合計 107,073 89,817

営業外費用   

支払利息 59,672 49,764

不動産賃貸原価 41,671 36,713

その他 17,542 32,596

営業外費用合計 118,886 119,074

経常利益 92,400 55,925

特別利益   

投資有価証券売却益 － 504

貸倒引当金戻入額 － 5,997

保険解約返戻金 － 469

受取保険金 28,912 －

長期未払金戻入額 － 24,275

特別利益合計 28,912 31,246
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 3,403 183

投資有価証券評価損 － 2,079

訴訟和解金 － 9,500

特別損失合計 3,403 11,762

税引前四半期純利益 117,909 75,408

法人税、住民税及び事業税 55,960 37,274

法人税等還付税額 △25,684 －

法人税等合計 30,275 37,274

四半期純利益 87,634 38,134
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,404,990 2,209,285

売上原価 1,769,767 1,692,834

売上総利益 635,223 516,451

返品調整引当金戻入額 850 －

返品調整引当金繰入額 － 529

差引売上総利益 636,073 515,922

販売費及び一般管理費   

販売促進費 212,935 184,300

旅費及び交通費 51,887 39,994

役員報酬 19,650 12,125

従業員給料 127,725 100,307

従業員賞与 11,201 8,650

法定福利費 20,488 16,575

退職給付費用 12,624 14,230

事業税 1,445 1,495

減価償却費 3,153 2,629

貸倒引当金繰入額 21,212 －

その他 70,208 59,540

販売費及び一般管理費合計 552,532 439,849

営業利益 83,540 76,073

営業外収益   

受取利息 3,235 1,229

受取配当金 243 12

投資不動産賃貸料 44,533 41,578

その他 2,833 2,467

営業外収益合計 50,847 45,287

営業外費用   

支払利息 29,833 25,073

不動産賃貸原価 17,952 15,614

その他 8,514 24,652

営業外費用合計 56,300 65,340

経常利益 78,087 56,020

特別利益   

投資有価証券売却益 － 504

貸倒引当金戻入額 － 10,349

受取保険金 28,912 －

長期未払金戻入額 － 7,108

特別利益合計 28,912 17,961
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（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 3,403 183

投資有価証券評価損 － 2,079

訴訟和解金 － 9,500

特別損失合計 3,403 11,762

税引前四半期純利益 103,596 62,219

法人税、住民税及び事業税 49,166 30,755

法人税等合計 49,166 30,755

四半期純利益 54,429 31,464
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 117,909 75,408

減価償却費 24,238 22,797

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,587 △5,997

受取利息及び受取配当金 △7,684 △3,274

支払利息 59,672 49,764

売上債権の増減額（△は増加） △236,662 △70,889

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,964 220,304

仕入債務の増減額（△は減少） 21,626 △27,122

その他 143,635 △116,103

小計 62,358 144,888

利息及び配当金の受取額 7,549 3,246

利息の支払額 △58,644 △48,481

法人税等の支払額 △891 △11,905

法人税等の還付額 21,119 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,490 87,747

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 △21,000 △37,000

定期預金の払戻による収入 48,098 34,528

有形固定資産の取得による支出 △1,465 －

無形固定資産の取得による支出 △3,000 －

投資有価証券の取得による支出 △4,258 △4,117

投資有価証券の売却による収入 － 6,544

子会社株式の取得による支出 △50,190 －

貸付けによる支出 △119,288 －

貸付金の回収による収入 92,321 9,502

その他 30,693 9,754

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,090 19,212

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 3,804,300 3,357,000

短期借入金の返済による支出 △3,530,000 △3,093,000

長期借入金の返済による支出 △102,272 △97,292

社債の発行による収入 － 146,086

社債の償還による支出 △34,000 △40,000

配当金の支払額 △21,709 △21,909

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,318 250,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 119,718 357,844

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 423,726 788,432
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 
当第２四半期累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９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２四半期累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

 
該当事項はありません。 
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