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1.  平成22年1月期第3四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年10月31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3四半期 1,805 △24.5 △136 ― △135 ― △135 ―

21年1月期第3四半期 2,390 △2.2 11 ― 10 ― 7 ―

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3四半期 △34.36 ―

21年1月期第3四半期 1.78 ―

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3四半期 1,935 1,451 75.0 367.45
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3四半期  1,451百万円 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  有  
 

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1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年1月期 ― 0.00 ―

22年1月期 
（予想）

3.50 3.50

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  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

通期 2,470 △20.6 △135 ― △135 ― △135 ― △34.18



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.その他をご覧下さい。 

(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3四半期 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3四半期  10,683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3四半期 3,949,427株 21年1月期第3四半期 3,950,793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.本資料に掲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。 
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。 



 当第３四半期におきましても、消費冷え込みの長期化からジュエリー市場は低迷が続きました。販売数量の伸び悩

みが想定以上となるなど厳しい経営環境の下、当社では健全な財務体質を維持しつつ、将来の業績改善に向けてさま

ざまな諸施策に取り組んでまいりました。 

 財務面では、引き続き営業活動におけるキャッシュフローを重視し、棚卸資産の圧縮や生産性向上のための取組み

を継続してまいりました。棚卸資産の圧縮は製造原価を33百万円押し上げる要因となりましたが、自己資本比率は

75％を維持しており、現預金も潤沢に保有するなど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では引き続きマリッジ、エンゲージリングを中心としたブライダル関係商品の開

発型数を大幅に増やしたほか、新たな販路の開拓や顧客シェア向上に注力してまいりましたが、ファッションジュエ

リーへの対応の遅れから受注数量が伸び悩みました。ジュエリーパーツ事業では、低価格商品と海外向商品が比較的

堅調に推移し、ピアスポストの販売数量増加など一部の商品でシェア向上が進みましたが、市場低迷の影響が大き

く、事業全体としては充分な受注数量を確保するには至りませんでした。また、貸倒懸念債権の発生に伴う与信管理

の厳格化、新型商品の開発や第３四半期から予定していた新規製造設備の稼動開始が遅れたことも売上高の伸び悩み

に影響いたしました。 

 利益面では、時間当り生産性の向上とともに、通期で15％を目標として人件費および製造コストの削減に取り組

み、第３四半期終了時点では、前年同期との比較で14％の削減となり推移しております。しかし、受注数量の伸び悩

みから、上半期に生じた損失を第３四半期で解消することができず、利益確保には至りませんでした。このほか、得

意先への債権について貸倒引当金繰入額26百万円の計上を行ったことも業績に影響を与えました。 

 以上により、第３四半期累計期間における当社の業績は、売上高が 百万円、経常損失 百万円、四半期純損

失は 百万円となりました。  

 今後の課題として、当社は来期の業績回復を確実にするために新分野の開拓を積極的に進めるほか、新規設備の稼

動など引き続き生産性を高める取り組みに努めてまいります。  

  

  

  当第３四半期会計期間末における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ169百万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116百万円、棚卸資産が39百万円減少した事によるものであります。 

  負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ15百万円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金の減少21百

万円によるものであります。 

 なお、純資産は 百万円となり、自己資本比率は75.0％となりました。 

  キャッシュ・フローの分析 

   当第３四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、期首残高に対して 百万円減

少し、 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得た資金は 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 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得と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 百万円となりました。これは主に、借入金の返済と配当金の支払によるもので

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
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２．財政状態に関する定性的情報
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33

40



  

 当第３四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、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、「貸倒引当金繰入額の計上及び通期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定に関しては、前会計年度末以降に経営環境等、かつ、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場合には、前会計年度におい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、前会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化

が認められた場合には、前会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用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３四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。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

３.リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。  

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３四半期会計期間末 
(平成21年10月31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 532,922 552,242

受取手形及び売掛金 450,638 567,344

商品及び製品 87,511 106,042

仕掛品 352,658 380,970

原材料 34,071 26,405

その他 48,037 20,808

貸倒引当金 △4,501 △5,695

流動資産合計 1,501,337 1,648,117

固定資産   

有形固定資産 360,622 372,400

無形固定資産 7,585 9,180

投資その他の資産   

投資有価証券 22,633 19,594

保険積立金 40,122 35,106

その他 52,031 44,110

貸倒引当金 △48,958 △23,725

投資その他の資産合計 65,828 75,086

固定資産合計 434,036 456,667

資産合計 1,935,374 2,104,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 100,517 89,159

短期借入金 230,000 230,000

1年内返済予定の長期借入金 20,400 26,176

未払法人税等 1,863 6,010

賞与引当金 9,048 －

その他 66,279 69,183

流動負債合計 428,108 420,528

固定負債   

長期借入金 8,200 23,500

退職給付引当金 29,270 38,710

役員退職慰労引当金 17,966 16,741

その他 634 －

固定負債合計 56,071 78,951

負債合計 484,179 499,480



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年10月31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 341,953 497,421

自己株式 △3,157 △3,133

株主資本合計 1,450,235 1,605,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 959 △423

評価・換算差額等合計 959 △423

純資産合計 1,451,195 1,605,304

負債純資産合計 1,935,374 2,104,784



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 1,805,798

売上原価 1,653,150

売上総利益 152,648

販売費及び一般管理費 288,833

営業損失（△） △136,185

営業外収益  

受取利息 372

受取配当金 271

受取地代家賃 1,370

助成金収入 776

雑収入 382

営業外収益合計 3,172

営業外費用  

支払利息 2,242

為替差損 61

雑損失 1

営業外費用合計 2,305

経常損失（△） △135,318

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,194

特別利益合計 1,194

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,300

投資有価証券評価損 75

特別損失合計 1,375

税引前四半期純損失（△） △135,499

法人税等 220

四半期純損失（△） △135,720



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31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（△） △135,499

減価償却費 27,347

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,038

受取利息及び受取配当金 △643

投資有価証券評価損益（△は益） 75

支払利息 2,242

為替差損益（△は益） 61

売上債権の増減額（△は増加） 116,706

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,343

仕入債務の増減額（△は減少） 11,358

未払債務の増減額（△は減少） 11,399

未収消費税等の増減額（△は増加） △8,759

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,997

破産更生債権等の増減額（△は増加） △23,908

その他 4,848

小計 52,400

利息及び配当金の受取額 626

利息の支払額 △2,235

法人税等の支払額 △9,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,459

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 △13,777

有形固定資産の取得による支出 △13,265

投資有価証券の取得による支出 △816

その他 △5,975

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,833

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 △21,076

配当金の支払額 △19,559

その他 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,096

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 385,746



 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３四半期累計期間（平成20年２月１日～10月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年１月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,390,357

Ⅱ 売上原価  2,092,973

売上総利益  297,383

Ⅲ 販売費及び一般管理費  286,197

営業利益  11,186

Ⅳ 営業外収益  3,877

Ⅴ 営業外費用  4,748

経常利益  10,314

Ⅵ 特別利益  7,501

Ⅶ 特別損失  768

税引前四半期純利益  17,047

税金費用  10,011

四半期純利益  7,036



前第３四半期累計期間（平成20年２月１日～10月31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３四半期） 

  

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   17,047

減価償却費  25,360

退職給付引当金の増減額（減少：△）  2,880

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  1,425

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △9,143

受取利息及び受取配当金  △669

固定資産除却損   768

支払利息   3,278

売上債権の増減額（増加：△）   7,596

たな卸資産の増減額（増加：△）   252,403

仕入債務の増減額（減少：△）  △56,994

未払債務の増減額（減少：△）   21,009

未払消費税等の増減額（減少：△）  △3,815

破産更生債権等の増減額（増加：△）  △661

その他   6,136

小計  266,620

利息及び配当金の受取額   600

利息の支払額  △3,265

法人税等の支払額 △5,597

営業活動によるキャッシュ・フロー  258,358

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 △13,740

有形固定資産の取得による支出 △2,766

その他 △7,202

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,708

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 △23,328

 配当金の支払額 △19,526

 その他 △343

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,198

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,456

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  189,995

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  351,774



該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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