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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4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10月期第2四半期 8,312 △16.2 △874 ― △1,023 ― △951 ―

21年10月期第2四半期 9,917 ― △9 ― △310 ― △5,263 ―

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10月期第2四半期 △5.41 ―

21年10月期第2四半期 △29.90 ―

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10月期第2四半期 25,745 15,543 59.7 87.36
21年10月期 25,872 16,326 62.9 92.52

（参考） 自己資本   22年10月期第2四半期  15,374百万円 21年10月期  16,283百万円

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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年10月期 ― 0.00

22年10月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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 18,900 0.6 0 △100.0 △400 ― △500 ― △2.84
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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  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。 

(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 

上記に記載した予想数値は、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、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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10月期第2四半期 37,805,664株 21年10月期  37,805,664株

② 期末自己株式数 22年10月期第2四半期  1,812,561株 21年10月期  1,809,258株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第2四半期 35,994,983株 21年10月期第2四半期 36,007,761株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融情勢の不安定感の中、一部に企業収益

の持直しがみられるものの依然として雇用情勢は厳しく、景気は先行き不透明のまま推移いたしました。

宝飾業界におきましては、景気の不安定感からの個人消費の冷え込みが業績低迷に影響し、環境は厳し

い状況下にありました。 

このような状況のもと、当社グループは、前年９月の新ＣＩ導入をはじめとする新ブランド戦略を基に

商品開発・供給及び販売戦略を推進いたしました。特に、フラッグシップ店舗の銀座本店を本年４月23日

にリニューアル・オープンし、今後、さらなるブランド構築と販売拡大を進めてまいります。 

売上面におきましては、小売部門の販売は引き続き市場の冷え込みにより低迷し、加えて銀座本店のリ

ニューアル・オープンまで仮設店舗営業を行っていたこともあり売上は減少したものの、卸売部門は縮小

方針ながらも成果を見せ売上は増加いたしました。 

また、海外子会社におきましても、グローバルな景気後退の影響は避けられず、海外ビジネス再構築の

ため一部子会社を事業縮小したこともあり減少いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は83億12百万円(前年同期比16.2％減)となりま

した。 

利益面におきましては、生産体制の合理化と組織改革による原価率の改善と販売費及び一般管理費の削

減に注力いたしましたが、売上の落ち込みをまかないきれず、営業損益は８億74百万円の損失(前年同期

は９百万円の損失)、経常損益は10億23百万円の損失(前年同期は３億10百万円の損失)、四半期純損益は

特別利益に前連結会計年度計上の事業場閉鎖損失の一部を未払金戻入益として63百万円計上したこと等に

より、税効果会計を加味した結果、９億51百万円の損失(前年同期は52億63百万円の損失)となりました。

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

小売事業 

当第２四半期連結累計期間の売上高は44億19百万円、営業利益は89百万円となりました。 

卸売事業 

当第２四半期連結累計期間の売上高は38億93百万円、営業利益は２億45百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ１億27百万円減少し257億45百万

円となりました。これは、主に流動資産においては受取手形及び売掛金の減少６億75百万円及び棚卸資

産の減少７億64百万円、固定資産においては有形固定資産の増加11億46百万円によるものであります。

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ６億54百万円増加し102億１百

万円となりました。これは、主に未払金の増加２億22百万円によるものであります。 

・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
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(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ７億82百万円減少し155億43

百万円となりました。これは、主に当第２四半期連結累計期間の純損失計上による利益剰余金の減少９

億51百万円によるものであります。 

 なお、平成22年１月22日開催の定時株主総会の決議に基づき平成22年２月26日付で減資を実施したこ

とにより、資本金が126億64百万円及び資本剰余金が109億１百万円各々減少し、利益剰余金が235億66

百万円増加しております。 

  

(2) 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は、前連結会計年度末から24百万円減少

し、55億70百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、７億32百万円の増加となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失９億48百万円、売上債権の減少額６億85百万円、たな卸資産

の減少額８億６百万円によるものであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、７億73百万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９億29百万円によるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、０百万円の減少となりました。 

  

通期の業績につきましては、平成22年３月12日に公表いたしました連結業績予想から変更はございませ

ん。 

なお、業績予想は、同資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今

後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・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、連結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。 

  

該当事項はありません。 

  

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22年４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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,615,392 5,635,546

受取手形及び売掛金 1,187,046 1,862,717

商品及び製品 8,250,792 9,060,864

仕掛品 576,472 510,650

原材料 1,206,210 1,226,102

繰延税金資産 13,542 12,605

その他 1,867,778 1,632,516

貸倒引当金 △47,662 △39,664

流動資産合計 18,669,573 19,901,339

固定資産   

有形固定資産 4,281,574 3,135,162

無形固定資産 91,963 72,704

投資その他の資産 2,701,933 2,763,704

固定資産合計 7,075,471 5,971,571

資産合計 25,745,045 25,872,910

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 517,495 456,194

1年内返済予定の長期借入金 736,500 368,250

未払法人税等 79,896 98,884

賞与引当金 102,582 101,925

その他 1,831,249 1,287,315

流動負債合計 3,267,724 2,312,569

固定負債   

長期借入金 3,682,500 4,050,750

繰延税金負債 63,950 72,635

再評価に係る繰延税金負債 265,706 265,706

退職給付引当金 2,920,958 2,844,440

その他 750 750

固定負債合計 6,933,865 7,234,282

負債合計 10,201,590 9,546,851

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,500,000 20,164,948

資本剰余金 8,809,343 19,710,964

利益剰余金 △298,716 △22,913,740

自己株式 △791,802 △791,478

株主資本合計 15,218,824 16,170,694

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 378,385 378,385

為替換算調整勘定 △222,781 △265,277

評価・換算差額等合計 155,604 113,107

新株予約権 169,026 42,256

純資産合計 15,543,455 16,326,059

負債純資産合計 25,745,045 25,872,910
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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11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 9,917,050 8,312,612

売上原価 4,684,241 3,840,191

売上総利益 5,232,808 4,472,420

販売費及び一般管理費 5,242,375 5,347,092

営業損失（△） △9,567 △874,671

営業外収益   

受取利息 13,479 5,017

保険配当金 － 7,900

スクラップ売却益 － 7,980

雑収入 30,859 17,938

営業外収益合計 44,339 38,837

営業外費用   

支払利息 179,715 106,482

為替差損 92,202 16,459

雑損失 73,821 64,526

営業外費用合計 345,740 187,467

経常損失（△） △310,968 △1,023,301

特別利益   

固定資産売却益 535,672 32,645

投資有価証券売却益 20,170 －

未払金戻入益 － 63,146

特別利益合計 555,842 95,792

特別損失   

固定資産除売却損 313,779 1,064

減損損失 1,288,995 19,413

事業場閉鎖損失 3,947,003 －

事業構造改善費用 45,957 －

その他 121,377 150

特別損失合計 5,717,112 20,627

税金等調整前四半期純損失（△） △5,472,238 △948,137

法人税、住民税及び事業税 57,581 36,920

法人税等還付税額 △17,926 △22,363

法人税等調整額 △248,625 △11,148

法人税等合計 △208,970 3,408

四半期純損失（△） △5,263,268 △951,546

6

田崎真珠株式会社(7968)平成22年10月期 第２四半期決算短信



【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21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 4,644,740 4,578,434

売上原価 2,040,725 2,273,618

売上総利益 2,604,015 2,304,816

販売費及び一般管理費 2,495,321 2,927,662

営業利益又は営業損失（△） 108,694 △622,846

営業外収益   

受取利息 5,307 629

為替差益 9,933 13,518

スクラップ売却益 － 7,980

雑収入 13,324 4,962

営業外収益合計 28,566 27,090

営業外費用   

支払利息 81,273 52,245

雑損失 42,920 49,086

営業外費用合計 124,194 101,332

経常利益又は経常損失（△） 13,066 △697,087

特別利益   

固定資産売却益 2,947 30,145

未払金戻入益 － 63,146

特別利益合計 2,947 93,292

特別損失   

固定資産除売却損 263,413 784

減損損失 － 19,413

事業場閉鎖損失 358,389 －

事業構造改善費用 18,745 －

その他 121,377 150

特別損失合計 761,924 20,348

税金等調整前四半期純損失（△） △745,911 △624,143

法人税、住民税及び事業税 49,515 23,395

法人税等還付税額 △17,926 △22,363

法人税等調整額 △43,687 △2,791

法人税等合計 △12,098 △1,759

四半期純損失（△） △733,812 △622,384
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(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11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４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損失（△） △5,472,238 △948,137

減価償却費 163,634 152,089

減損損失 1,288,995 19,413

事業場閉鎖損失 1,295,126 －

事業構造改善費用 407,658 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,979 3,210

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,705 656

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,268,682 76,518

受取利息及び受取配当金 △13,479 △5,117

支払利息 179,715 106,482

為替差損益（△は益） 54,459 △28,895

投資有価証券売却損益（△は益） △20,170 －

固定資産除売却損益（△は益） △221,892 △31,581

株式報酬費用 － 126,769

売上債権の増減額（△は増加） 257,419 685,145

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,876,585 806,478

仕入債務の増減額（△は減少） 53,547 45,197

その他 △285,293 △94,932

小計 266,659 913,295

利息及び配当金の受取額 11,370 6,937

利息の支払額 △100,562 △112,144

法人税等の還付額 17,926 22,363

法人税等の支払額 △75,073 △97,525

事業場閉鎖損失に伴う支出 △171,648 －

事業構造改善に伴う支出 △383,470 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △434,798 732,926

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 △21,725 △41,371

定期預金の払戻による収入 9,499 39,278

有形固定資産の取得による支出 △40,406 △929,489

有形固定資産の売却による収入 2,064,830 153,943

投資有価証券の売却による収入 172,756 －

その他 46,375 3,769

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,231,329 △773,868

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 △3,858,431 －

その他 △263,758 △324

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,122,190 △324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,085 17,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,326,743 △24,104

現金及び現金同等物の期首残高 7,488,868 5,594,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,162,124 5,570,688
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該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 事業区分の主な内容 

(1) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 事業区分の主な内容 

(1) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

小売事業 
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,279,504 3,637,545 9,917,050 ― 9,917,050

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 76,027 76,027 (76,027) ―

計 6,279,504 3,713,573 9,993,077 (76,027) 9,917,050

    営業利益又は 
    営業損失(△)

879,172 △21,342 857,830 (867,398) △9,567

小売事業 
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,419,112 3,893,499 8,312,612 ― 8,312,612

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 86,256 86,256 (86,256) ―

計 4,419,112 3,979,755 8,398,868 (86,256) 8,312,612

    営業利益又は 
    営業損失(△)

89,153 245,074 334,227 (1,208,898) △874,671

9

田崎真珠株式会社(7968)平成22年10月期 第２四半期決算短信



前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー 

(2) その他の地域……米国・ベルギー 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー 

(2) その他の地域……米国・ベルギー 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

8,982,005 830,846 104,198 9,917,050 ― 9,917,050

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

219,456 474,843 1,468 695,768 (695,768) ―

計 9,201,462 1,305,689 105,666 10,612,818 (695,768) 9,917,050

   営業利益又は 
   営業損失(△)

785,048 104,556 △57,524 832,080 (841,648) △9,567

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,511,007 801,604 ― 8,312,612 ― 8,312,612

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

273,403 429,010 ― 702,413 (702,413) ―

計 7,784,410 1,230,614 ― 9,015,025 (702,413) 8,312,612

   営業利益又は 
   営業損失(△)

239,387 61,130 △2,176 298,341 (1,173,013) △874,671
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占め

る各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占め

る各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当社は、平成22年２月26日付で、資本金の額の減少及び剰余金の処分を行っております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が12,664百万円減少し、当第２四半期連結会

計期間末において資本金が7,500百万円となっております。資本金の減少により増加する資本剰余金

のうち、23,566百万円を利益剰余金に振替えることにより、欠損の填補を行い、資本剰余金は8,809

百万円、利益剰余金は△298百万円となっております。 

  

【海外売上高】

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,174,003

Ⅱ 連結売上高(千円) 9,917,050

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 11.84

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,797,780

Ⅱ 連結売上高(千円) 8,312,612

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 21.63

(6) 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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