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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 10,814 △4.9 547 ― 543 ― 477 ―
21年3月期第2四半期 11,365 ― △118 ― △162 ― △286 ―

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 47.89 ―
21年3月期第2四半期 △28.72 ―

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 27,192 11,576 42.6 1,161.28
21年3月期 26,407 11,001 41.7 1,103.58

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,576百万円 21年3月期  11,001百万円

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 ― 9.00 ― 3.00 12.00
22年3月期 ― 3.00
22年3月期 

（予想）
― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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 22,800 △1.2 360 ― 180 ― 100 ― 10.03
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記予想数値に関しましては、平成21年11月4日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 10,331,546株 21年3月期  10,331,546株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  363,215株 21年3月期  363,135株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期  9,968,374株 21年3月期第2四半期  9,970,495株

2



当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の先行き不透明な経済環境の中、輸出や生産
など一部の経済指標に持ち直しが見られたものの、企業収益は引き続き減少しており、さらに雇用情勢の
悪化や所得の減少から個人消費も低迷を続け、依然として厳しい状況が続いております。 
当業界におきましても、先行きの不透明感から消費者の買い控え、販売単価の減少が続き、特に百貨店

チャネルでの宝飾品販売は不振を深め、また流通段階での在庫調整も進行中で、引き続き厳しい経営環境
であります。 
 このような情勢の下、当社グループでは組織改編を実施して、より機動的な業務遂行体制を敷き、営業
面では新規事業の開拓を強化し、在来の卸売事業、百貨店事業では営業活動の効率化を進め、さらに販売
費及び一般管理費の大幅削減に取り組み、市場環境悪化への対策を着実に実行してまいりました。 
 その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は貴金属地金相場の前年に対する大幅下落等から108億14
百万円(前年同期比4.9%減)に減少しましたが、新規事業、海外事業等が好調に推移して利益面で貢献し、
さらに経費削減が奏功して営業利益は5億47百万円(前年同期は営業損失1億18百万円)、経常利益は5億43
百万円(前年同期は経常損失1億62百万円)となり、四半期純利益は4億77百万円(前年同期は四半期純損失2
億86百万円)の大幅改善となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ7億84百万円増加し271億92百万円とな
りました。主な要因は現金及び預金の増加5億64百万円やたな卸資産の増加2億42百万円、有形固定資産の
減少36百万円等によるものであります。 
負債は、前連結会計年度末に比べ2億9百万円増加し156億15百万円となりました。主な要因は短期借入

金の増加8億82百万円や１年内返済予定の長期借入金の減少81百万円、長期借入金の減少3億84百万円等に
よるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ5億75百万円増加し115億76百万円となりました。主な要因は四半期

純利益計上による利益剰余金の増加であります。 

キャッシュフローの状況 

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に
比べ4億14百万円の増加となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5億86百万円、減価償却費1億73百万

円、仕入債務の増加33百万円に対し、売上債権の増加11百万円、棚卸資産の増加2億7百万円等により4億
36百万円の増加となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出59百万円、有価証券の取得によ

る支出6百万円、定期預金の預入による支出1億50百万円等があり2億53百万円の減少となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金純増額8億82百万円、長期借入金の返済による支出4億

65百万円、社債の償還による支出2億1百万円等の支出があり1億84百万円の増加となりました。 
  

平成21年5月20日付「平成21年3月期決算短信」で公表しました業績予想につきましては、平成21年11月
4日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細につきましては「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4.  その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,396,089 2,831,371

受取手形及び売掛金（純額） 3,250,575 3,231,282

商品及び製品 7,799,929 7,894,044

仕掛品 2,335,997 1,896,192

原材料及び貯蔵品 442,667 546,145

繰延税金資産 22,839 22,400

その他 188,813 255,734

流動資産合計 17,436,912 16,677,171

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,052,103 5,047,351

その他（純額） 1,842,504 1,884,071

有形固定資産合計 6,894,608 6,931,423

無形固定資産   

のれん 153,367 165,105

その他 929,332 961,928

無形固定資産合計 1,082,699 1,127,033

投資その他の資産 1,778,193 1,672,128

固定資産合計 9,755,502 9,730,586

資産合計 27,192,415 26,407,757

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,058,122 1,005,672

短期借入金 10,411,000 9,529,000

未払法人税等 122,215 56,831

賞与引当金 53,400 106,000

その他 2,023,637 1,723,067

流動負債合計 13,668,375 12,420,571

固定負債   

社債 147,000 848,000

長期借入金 1,305,192 1,689,502

繰延税金負債 88,029 54,184

役員退職慰労引当金 397,102 384,700

その他 10,167 9,284

固定負債合計 1,947,490 2,985,670

負債合計 15,615,865 15,406,242
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,529 3,013,529

資本剰余金 2,944,369 2,944,369

利益剰余金 5,606,890 5,159,392

自己株式 △206,287 △206,261

株主資本合計 11,358,501 10,911,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,422 91,146

繰延ヘッジ損益 △5,715 －

為替換算調整勘定 81,883 △1,138

評価・換算差額等合計 217,590 90,008

少数株主持分 457 477

純資産合計 11,576,549 11,001,515

負債純資産合計 27,192,415 26,407,757
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

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

売上高 11,365,910 10,814,278

売上原価 9,170,233 7,776,923

売上総利益 2,195,676 3,037,355

販売費及び一般管理費 2,314,555 2,489,456

営業利益又は営業損失（△） △118,878 547,899

営業外収益   

受取利息 6,945 6,950

受取配当金 13,407 12,907

不動産賃貸料 15,570 11,213

為替差益 7,607 35,015

その他 21,263 20,042

営業外収益合計 64,793 86,129

営業外費用   

支払利息 91,177 82,183

その他 17,112 8,175

営業外費用合計 108,289 90,359

経常利益又は経常損失（△） △162,374 543,668

特別利益   

固定資産売却益 18,172 83

賞与引当金戻入額 － 53,312

貸倒引当金戻入額 870 4,507

その他 14 －

特別利益合計 19,057 57,902

特別損失   

固定資産売却損 － 572

投資有価証券評価損 137,791 14,168

たな卸資産評価損 41,126 －

不正損失 65,084 －

その他 186 544

特別損失合計 244,189 15,285

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△387,506 586,286

法人税、住民税及び事業税 6,050 109,359

法人税等調整額 △106,906 △461

法人税等合計 △100,856 108,897

少数株主損失（△） △270 △20

四半期純利益又は四半期純損失（△） △286,379 477,409
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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

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

売上高 5,890,947 5,657,331

売上原価 5,047,445 4,114,901

売上総利益 843,501 1,542,429

販売費及び一般管理費 1,152,468 1,227,960

営業利益又は営業損失（△） △308,966 314,468

営業外収益   

受取利息 3,010 4,374

受取配当金 449 129

不動産賃貸料 7,482 6,168

為替差益 21,305 －

その他 12,372 11,688

営業外収益合計 44,619 22,361

営業外費用   

支払利息 46,687 41,686

為替差損 － 3,515

その他 11,627 4,225

営業外費用合計 58,315 49,427

経常利益又は経常損失（△） △322,662 287,402

特別利益   

固定資産売却益 18,172 77

貸倒引当金戻入額 － 4,503

特別利益合計 18,172 4,580

特別損失   

固定資産売却損 － 572

投資有価証券評価損 23,513 4,447

不正損失 65,084 －

その他 29 538

特別損失合計 88,627 5,558

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△393,117 286,425

法人税、住民税及び事業税 △6,620 57,548

法人税等調整額 △161,621 △1,718

法人税等合計 △168,242 55,830

少数株主損失（△） △270 △16

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224,603 230,611

7

㈱桑山　（7889）　平成22年3月期　第2四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△387,506 586,286

減価償却費 158,579 173,992

のれん償却額 2,130 11,737

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,843 △519

未収消費税等の増減額（△は増加） － 115,709

投資有価証券評価損益（△は益） 137,791 14,168

投資有価証券売却損益（△は益） △14 544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,152 12,402

受取利息及び受取配当金 △20,352 △19,857

支払利息 91,177 82,183

売上債権の増減額（△は増加） 686,839 △11,597

たな卸資産の増減額（△は増加） 63,960 △207,837

仕入債務の増減額（△は減少） △286,294 33,252

その他 34,927 △246,560

小計 513,233 543,904

利息及び配当金の受取額 20,352 19,857

利息の支払額 △92,763 △79,765

法人税等の支払額 △25,596 △47,799

法人税等の還付額 149,423 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 564,648 436,197

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △121,771 △6,783

有価証券の売却による収入 50 453

有形固定資産の取得による支出 △14,833 △59,581

有形固定資産の売却による収入 22,190 811

無形固定資産の取得による支出 － △9,109

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△88,366 －

貸付けによる支出 － △10,000

貸付金の回収による収入 － 650

定期預金の預入による支出 － △150,000

その他 △154,348 △19,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △357,078 △253,071
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（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,295,711 882,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △468,594 △465,808

社債の償還による支出 △450,000 △201,000

自己株式の取得による支出 △34 △25

配当金の支払額 △85,514 △30,123

その他 － △946

財務活動によるキャッシュ・フロー 591,568 184,095

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,623 47,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 785,513 414,718

現金及び現金同等物の期首残高 1,206,575 2,331,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,992,089 2,746,089
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当第2四半期連結累計期間(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。 

  

当第2四半期連結累計期間(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。 

  

(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
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