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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 11,560 △15.5 835 △48.6 934 △46.7 504 △46.5
21年3月期第2四半期 13,676 ― 1,625 ― 1,751 ― 942 ―

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 25.11 ―
21年3月期第2四半期 46.93 ―

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 74,091 72,002 97.2 3,586.63
21年3月期 73,944 71,765 97.1 3,574.75

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  72,002百万円 21年3月期  71,765百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
22年3月期 ― 13.00
22年3月期 

（予想） ― 13.00 26.00

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 24,000 △13.2 1,820 △45.9 2,000 △44.9 1,115 △39.4 55.54
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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 20,080,480株 21年3月期  20,080,480株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,272株 21年3月期  4,936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 20,075,377株 21年3月期第2四半期 20,075,967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。なお、上記予想に関する事項は、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。 
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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、世界的な金融危機の影響により企業収益や雇用情勢
が悪化し、また、先行きの不透明感から個人消費も冷え込むなど、景気の後退が更に深刻さを増す中

で推移いたしました。 
宝飾品業界におきましても、こうした景況を反映し、総じて厳しい経営環境が続いております。 
このような経済情勢のもと、当社は価格訴求力の高い新商品を開発するとともに、新規出店を推し

進めるなど、幅広い層のお客様に支持される店づくりに取り組んでまいりました。 
しかしながら、個人消費の低迷により売上高は１１５億６０百万円（前年同期比１５.５％減）とな

りました。利益面につきましても、営業利益は８億３５百万円（前年同期比４８.６％減）、経常利益

は９億３４百万円（前年同期比４６.７％減）、四半期純利益は５億４百万円（前年同期比４６.５％
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 

当第２四半期会計期間末の総資産は、７４０億９１百万円となり、前事業年度末と比較して１億

４６百万円増加しております。 
流動資産は、前事業年度末と比較して、１９百万円減少しております。これは主に、現金及び預金が１億

４１百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が１億９２百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、前事業年度末と比較して、１億６６百万円増加しております。これは主に、建物が
３６百万円減少したものの、工具器具備品が１億２３百万円、ソフトウェアが８５百万円それぞれ
増加したことによるものです。 

流動負債は、前事業年度末と比較して、９５百万円減少しております。これは主に、支払手形及び
買掛金が７１百万円、未払金が２億７０百万円それぞれ増加したものの、未払法人税等が３億３１百
万円、未払消費税等が８８百万円それぞれ減少したことによるものです。 

純資産は、前事業年度末と比較して、２億３７百万円増加しております。これは主に、第２四半期
累計期間において、配当金を２億６０百万円支払い、四半期純利益を５億４百万円計上したことによ
るものです。 

 
(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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、営業活動によ

り５億７百万円の資金が得られ、投資活動及び財務活動によりそれぞれ１億４百万円、２億６１百万
円の資金を使用したことにより、前事業年度末に比べ１億４１百万円増加し、３３３億６４百万円と
なりました。 

また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期累計期間において営業活動により得られた資金は５億７百万円となり、前年同期

と比べ５億３４百万円の減少となりました。これは主に、前年同期において、税引前四半期純利
益を１７億１６百万円計上し、売上債権の減少２億８９百万円、たな卸資産の減少２億４４百万
円、法人税等の支払額１４億２９百万円があったことに対し、当第２四半期累計期間において、

税引前四半期純利益を９億２１百万円計上し、売上債権の減少１億９２百万円、たな卸資産の減
少１百万円、法人税等の支払額７億２百万円があったことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期累計期間において投資活動により使用した資金は１億４百万円となり、前年同期
と比べ１億２１百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が、前
年同期と比べ６３百万円減少したことによるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 
当第２四半期累計期間において財務活動により使用した資金は２億６１百万円となり、前年同

期と同様となりました。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

通期（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）の業績予想につきましては、平成２１年

５月１５日に発表いたしました通り、売上高２４０億円（前期比１３.２％減）、営業利益１８億２０百
万円（前期比４５.９％減）、経常利益２０億円（前期比４４.９％減）、当期純利益１１億１５百万円
（前期比３９.４％減）となる見込みであります。 
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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 

①棚卸資産の評価方法 
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、簿価を切下げて評価しております。 

②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 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減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。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

経営環境等の著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前事業年度末か
ら大幅な変動がないと認められるので、前事業年度にて使用した将来の業績予測やタックス・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：百万円）

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 33,364 33,222

受取手形及び売掛金 1,344 1,537

商品及び製品 17,436 17,353

仕掛品 700 623

原材料及び貯蔵品 1,204 1,366

その他 348 316

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 54,392 54,412

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,309 11,309

その他（純額） 2,064 1,986

有形固定資産合計 13,373 13,295

無形固定資産 618 532

投資その他の資産   

その他 5,706 5,703

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 5,706 5,703

固定資産合計 19,698 19,531

資産合計 74,091 73,944

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 279 207

未払法人税等 416 747

引当金 251 248

その他 978 817

流動負債合計 1,925 2,020

固定負債   

引当金 127 122

その他 35 35

固定負債合計 163 158

負債合計 2,088 2,179
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（単位：百万円）

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 13,098 13,098

資本剰余金 15,707 15,707

利益剰余金 43,221 42,978

自己株式 △15 △14

株主資本合計 72,012 71,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 △4

評価・換算差額等合計 △9 △4

純資産合計 72,002 71,765

負債純資産合計 74,091 73,944
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 13,676 11,560

売上原価 6,659 5,389

売上総利益 7,016 6,170

販売費及び一般管理費 5,391 5,334

営業利益 1,625 835

営業外収益   

受取利息 94 66

受取家賃 － 21

その他 34 13

営業外収益合計 129 100

営業外費用   

支払利息 1 1

その他 1 1

営業外費用合計 2 2

経常利益 1,751 934

特別利益   

投資有価証券売却益 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除却損 4 12

投資有価証券評価損 33 －

特別損失合計 38 12

税引前四半期純利益 1,716 921

法人税、住民税及び事業税 728 375

法人税等調整額 46 42

法人税等合計 774 417

四半期純利益 942 504
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,716 921

減価償却費 161 156

受取利息及び受取配当金 △101 △68

支払利息 1 1

売上債権の増減額（△は増加） 289 192

たな卸資産の増減額（△は増加） 244 1

仕入債務の増減額（△は減少） 86 71

その他 △26 △137

小計 2,372 1,139

利息及び配当金の受取額 101 71

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △1,429 △702

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,042 507

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △124 △61

差入保証金の差入による支出 △157 △128

差入保証金の回収による収入 54 81

その他 1 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △225 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △260 △260

財務活動によるキャッシュ・フロー △261 △261

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） 554 141

現金及び現金同等物の期首残高 31,130 33,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,685 33,364
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(4)継続企業の前提に関する注記 
 

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 
 

該当事項はありません。 
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