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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 5,396 △10.8 59 45.2 29 34.1 26 △42.3

21年3月期第3四半期 6,048 ― 41 ― 21 ― 45 ―

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3四半期 5.90 ―

21年3月期第3四半期 10.22 ―

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3四半期 9,085 3,707 40.8 837.91
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3四半期  3,707百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,424,330株 21年3月期第3四半期 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の景気浮揚策等により一部に持ち直しの動きも見ら

れますが、自律的な景気回復とは言えず、為替相場の変動や雇用や所得環境の厳しさからデフレ圧力が強

まるなど依然として景気を取り巻く状況には厳しいものがあります。 

宝飾業界においても、節約志向の高まりから個人消費は低迷し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、販売単価の低下傾向は続いております。また、中高級品の売上が伸び悩む

中で売上総利益率も低下しておりますが、販売努力を続けた結果、売上高については前年同四半期比を10％

程度下回ったもののほぼ当初見込みどおりでありました。また、経常利益につきましては、経費削減効果

や不良債権の発生が抑えられたことにより大きく増加しております。また、四半期純利益については、前

年同四半期比を下回る結果となっておりますが、これは前期同四半期において約25百万円の法人税等の還

付があったことによるものであります。 

その結果､当第３四半期累計期間の売上高は 5,396 百万円(前年同四半期比 10.8％減)､経常利益は 29 百

万円（前年同四半期比 34.1％増）、四半期純利益は 26百万円（前年同四半期比 42.3％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３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ393百万円減少し9,085百万円となりました。

主な変動内訳は、現金及び預金の増加27百万円、商品の減少330百万円、受取手形及び売掛金の減少72百

万円等であります。 

（負債） 

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ378百万円減少し5,377百万円となりました。主

な増加要因は、社債の増加230百万円等であります。また、主な減少要因は、短期借入金の減少327百万円、

長期未払金の減少179百万円、長期借入金の減少97百万円等であります。 

（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14百万円減少し3,707百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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 42

百万円増加し472百万円となりました｡ 

（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234百万円の増加(前年同四半期は42百万円の増加)となりました｡主な変動内訳

は、たな卸資産の減少 330 百万円、税引前四半期純利益 51 百万円、売上債権の減少 67 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 37百万円の増加(前年同四半期は 35万円の増加）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 70 百万円 、貸付金の回収による収入 12 百万円 、定期預金の預入による

支出 55百万円等であります。 
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（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 229百万円の減少（前年同四半期は 69百万円の増加）となりました。主な変動

内訳は、短期借入による収入 2,925 百万円、社債の発行による収入 292 百万円、短期借入金の返済による

支出 3,303 百万円、長期借入の返済による支出 147百万円等であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

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 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３四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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 531,548 504,395

受取手形及び売掛金 2,028,254 2,101,226

商品 3,882,234 4,212,706

その他 219,371 178,920

貸倒引当金 △40,605 △56,756

流動資産合計 6,620,803 6,940,492

固定資産   

有形固定資産 402,294 410,560

無形固定資産 17,552 25,402

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,725,336 1,743,721

その他 444,898 480,676

貸倒引当金 △125,754 △122,385

投資その他の資産合計 2,044,480 2,102,011

固定資産合計 2,464,327 2,537,975

資産合計 9,085,131 9,478,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 328,114 313,206

短期借入金 3,200,008 3,527,584

未払法人税等 20,843 14,852

返品調整引当金 4,096 5,102

その他 199,791 218,644

流動負債合計 3,752,854 4,079,389

固定負債   

社債 240,000 10,000

長期借入金 1,204,179 1,301,898

退職給付引当金 52,762 55,245

その他 128,126 309,972

固定負債合計 1,625,067 1,677,115

負債合計 5,377,922 5,756,504
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,597,869 2,616,007

自己株式 △27,098 △27,098

株主資本合計 3,711,410 3,729,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,201 △7,584

評価・換算差額等合計 △4,201 △7,584

純資産合計 3,707,209 3,721,964

負債純資産合計 9,085,131 9,478,468
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,048,688 5,396,017

売上原価 4,556,141 4,261,726

売上総利益 1,492,546 1,134,291

返品調整引当金戻入額 7,763 5,102

返品調整引当金繰入額 5,948 4,096

差引売上総利益 1,494,361 1,135,297

販売費及び一般管理費   

販売促進費 401,900 308,132

旅費及び交通費 158,761 123,642

役員報酬 59,850 38,375

従業員給料 383,993 308,249

従業員賞与 46,498 27,293

法定福利費 62,363 49,771

退職給付費用 21,169 26,457

事業税 4,551 4,485

減価償却費 9,403 7,897

貸倒引当金繰入額 79,075 －

その他 225,663 181,255

販売費及び一般管理費合計 1,453,231 1,075,560

営業利益 41,130 59,737

営業外収益   

受取利息 8,739 3,729

受取配当金 965 1,161

投資不動産賃貸料 135,484 125,016

その他 13,072 6,703

営業外収益合計 158,261 136,611

営業外費用   

支払利息 90,263 76,461

不動産賃貸原価 62,039 56,016

その他 25,371 34,751

営業外費用合計 177,674 167,229

経常利益 21,718 29,119

特別利益   

投資有価証券売却益 － 504

貸倒引当金戻入額 － 9,759

受取保険金 28,912 －

保険解約返戻金 － 469

長期未払金戻入額 － 24,275

特別利益合計 28,912 35,008
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 43 －

固定資産除却損 9,364 348

投資有価証券評価損 4,277 2,657

訴訟和解金 － 9,500

特別損失合計 13,684 12,505

税引前四半期純利益 36,946 51,622

法人税、住民税及び事業税 17,534 25,517

法人税等還付税額 △25,802 －

法人税等合計 △8,268 25,517

四半期純利益 45,214 26,105
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,740,226 1,610,342

売上原価 1,330,309 1,302,056

売上総利益 409,917 308,285

返品調整引当金戻入額 1,123 1,367

差引売上総利益 411,040 309,652

販売費及び一般管理費   

販売促進費 103,136 84,421

旅費及び交通費 50,238 40,286

役員報酬 18,000 12,600

従業員給料 128,285 98,269

従業員賞与 14,426 11,021

法定福利費 21,595 16,082

退職給付費用 6,522 6,754

事業税 1,552 1,495

減価償却費 3,352 2,615

貸倒引当金繰入額 60,488 －

その他 66,524 61,551

販売費及び一般管理費合計 474,123 335,097

営業損失（△） △63,083 △25,444

営業外収益   

受取利息 1,722 1,199

受取配当金 301 417

投資不動産賃貸料 44,845 41,765

その他 4,319 12,159

営業外収益合計 51,188 55,541

営業外費用   

支払利息 30,591 26,696

不動産賃貸原価 20,367 19,303

その他 7,828 10,902

営業外費用合計 58,787 56,902

経常損失（△） △70,682 △26,805

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,762

特別利益合計 － 3,762

特別損失   

固定資産売却損 43 －

固定資産除却損 5,961 165

投資有価証券評価損 4,277 577

特別損失合計 10,281 742

税引前四半期純損失（△） △80,963 △23,785
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（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 △38,425 △11,757

法人税等還付税額 △117 －

法人税等合計 △38,543 △11,757

四半期純損失（△） △42,420 △12,028
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 36,946 51,622

減価償却費 36,802 34,179

投資有価証券評価損益（△は益） 4,277 2,657

貸倒引当金の増減額（△は減少） 79,075 △12,781

受取利息及び受取配当金 △9,704 △4,891

支払利息 90,263 76,461

売上債権の増減額（△は増加） 169,612 67,931

たな卸資産の増減額（△は増加） △244,204 330,472

仕入債務の増減額（△は減少） △16,398 14,908

その他 △48,583 △233,374

小計 98,085 327,185

利息及び配当金の受取額 9,522 4,485

利息の支払額 △91,199 △75,815

法人税等の支払額 △1,776 △20,911

法人税等の還付額 27,917 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 42,549 234,943

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 △41,500 △55,500

定期預金の払戻による収入 71,335 70,528

有形固定資産の取得による支出 △7,262 －

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 △6,815 △6,358

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 －

投資不動産の取得による支出 △10,138 △144

貸付けによる支出 △155,582 －

貸付金の回収による収入 207,878 12,205

その他 30,995 9,754

投資活動によるキャッシュ・フロー 35,719 37,029

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 3,826,500 2,925,500

短期借入金の返済による支出 △3,622,000 △3,303,000

長期借入れによる収入 100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △150,268 △147,795

社債の発行による収入 － 292,173

社債の償還による支出 △44,000 △56,000

配当金の支払額 △40,949 △40,762

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 69,282 △229,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,551 42,088

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 451,560 472,676
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 
当第３四半期累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 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３四半期累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 
該当事項はありません。 
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