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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 3,168 △9.6 △18 ― △28 ― △30 ―

23年3月期第1四半期 3,503 18.1 △9 ― △32 ― △60 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △34百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △76百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △1.98 ―

23年3月期第1四半期 △3.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 21,541 13,662 63.4
23年3月期 21,602 13,774 63.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,662百万円 23年3月期  13,774百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,600 △7.1 △20 ― △75 ― △125 ― △7.96

通期 14,300 △4.1 370 10.4 250 11.2 100 36.1 6.42



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料で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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 16,773,376 株 23年3月期 16,773,376 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,202,103 株 23年3月期 1,201,579 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,571,610 株 23年3月期1Q 15,575,442 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期のわが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動の停滞や電力供給問題などにより、個人消費

の落ち込みも見られ、試練の時でありました。 

 当ジュエリー業界におきましても、当第１四半期前半は震災の影響を受け、百貨店を始め専門店も販売不振とな

りましたが、四半期後半には徐々に百貨店での富裕層の消費マインドの改善とともに回復の兆しが見え始めて来ま

した。 

 こうした中で当社グループは、「経営品質の向上」を全社的課題として掲げ、収益性や生産性の改善や経費削減

に取り組んでおります。 

 この結果利益面における昨対比は改善をはかる事が出来、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、31億68百

万円（前年同期比9.6%減）、営業損失18百万円（前年同期 営業損失９百万円）、経常損失28百万円（前年同期 

経常損失32百万円）、四半期純損失30百万円（前年同期 四半期純損失60百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結期間末の総資産は、215億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ61百万円の減少となりま

した。 

 流動資産は18百万円減少し、147億35百万円となりました。これは現金及び預金が２億56百万円減少した一方、

受取手形及び売掛金が１億61百万円増加し、また商品及び製品も１億35百万円増加したこと等によります。 

 固定資産は42百万円減少し68億５百万円となりました。これは有形固定資産の減少27百万円、無形固定資産の減

少６百万円及び投資その他の資産の減少８百万円によります。 

（負債） 

 負債は78億78百万円となり、前連結会計年度末に比べて51百万円の増加となりました。 

 流動負債は86百万円増加し70億４百万円となりました。これは短期借入金の増加57百万円等によるものです。 

 固定負債は35百万円減少し８億74百万円となりました。これは役員退職慰労引当金の減少39百万円等によりま

す。 

（純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べて１億12百万円減少し、136億62百万円となりました。これは剰余金の配当77

百万円及び当期純損失30百万円等によるものです。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の連結業績は、ほぼ当初の計画通りであり、第２四半期累計期間・通期の業績予想に

ついては現時点では平成23年５月13日に公表いたしました業績予想と変更はありません。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,576,512 1,319,780

受取手形及び売掛金 1,528,976 1,690,193

商品及び製品 10,468,839 10,604,445

仕掛品 427,109 393,746

原材料及び貯蔵品 371,658 362,708

繰延税金資産 210,339 234,333

その他 211,872 171,807

貸倒引当金 △41,537 △41,778

流動資産合計 14,753,771 14,735,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,901,886 2,903,170

減価償却累計額 △1,914,713 △1,936,012

建物及び構築物（純額） 987,172 967,157

機械装置及び運搬具 1,561,215 1,561,929

減価償却累計額 △1,351,473 △1,366,005

機械装置及び運搬具（純額） 209,742 195,923

土地 3,129,383 3,129,383

その他 828,249 849,048

減価償却累計額 △584,975 △599,120

その他（純額） 243,273 249,927

有形固定資産合計 4,569,572 4,542,393

無形固定資産 153,982 146,996

投資その他の資産   

投資有価証券 675,882 688,325

長期貸付金 270,719 235,420

繰延税金資産 193,447 170,648

その他 1,245,614 1,261,141

貸倒引当金 △260,821 △239,019

投資その他の資産合計 2,124,842 2,116,517

固定資産合計 6,848,397 6,805,907

資産合計 21,602,168 21,541,143



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 875,962 901,474

短期借入金 5,333,562 5,391,507

1年内返済予定の長期借入金 36,000 44,040

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

未払法人税等 57,316 18,930

賞与引当金 87,427 44,718

役員賞与引当金 800 1,367

その他 466,210 542,026

流動負債合計 6,917,278 7,004,065

固定負債   

社債 80,000 70,000

長期借入金 120,000 142,290

退職給付引当金 355,583 358,052

役員退職慰労引当金 171,955 132,081

繰延税金負債 2,811 2,584

再評価に係る繰延税金負債 64,903 64,903

その他 114,863 105,007

固定負債合計 910,117 874,918

負債合計 7,827,395 7,878,984

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,323,965 5,323,965

資本剰余金 6,275,173 6,275,173

利益剰余金 3,588,799 3,480,176

自己株式 △425,441 △425,532

株主資本合計 14,762,496 14,653,782

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △118,046 △121,947

土地再評価差額金 △869,676 △869,676

その他の包括利益累計額合計 △987,723 △991,624

純資産合計 13,774,773 13,662,158

負債純資産合計 21,602,168 21,541,143



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,503,402 3,168,324

売上原価 2,169,154 1,918,753

売上総利益 1,334,248 1,249,571

販売費及び一般管理費 1,343,692 1,268,308

営業損失（△） △9,443 △18,736

営業外収益   

受取利息 462 349

受取配当金 7,031 10,588

保険解約返戻金 5,552 －

その他 10,845 13,685

営業外収益合計 23,892 24,623

営業外費用   

支払利息 25,967 23,005

手形売却損 3,317 2,859

為替差損 13,538 2,626

その他 3,930 5,425

営業外費用合計 46,753 33,917

経常損失（△） △32,305 △28,031

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,720 21,561

固定資産売却益 8,054 －

特別利益合計 10,774 21,561

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,498 －

店舗閉鎖損失 － 800

固定資産除却損 2,931 4

投資有価証券評価損 － 1,161

災害による損失 － 6,916

特別損失合計 18,429 8,883

税金等調整前四半期純損失（△） △39,960 △15,353

法人税、住民税及び事業税 12,407 15,773

法人税等調整額 6,342 △363

法人税等合計 18,750 15,410

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △58,710 △30,763

少数株主利益 2,167 －

四半期純損失（△） △60,878 △30,763



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △58,710 △30,763

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,687 △3,900

繰延ヘッジ損益 6,212 －

その他の包括利益合計 △17,474 △3,900

四半期包括利益 △76,185 △34,664

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △78,353 △34,664

少数株主に係る四半期包括利益 2,167 －



 該当事項はありません。  

  

  

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  

  当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

（注）セグメント利益又はセグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損
益計算書計上

額 宝飾事業 貸ビル事業 健康産業事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 3,421,762 15,024 66,615 3,503,402   － 3,503,402 

計 3,421,762 15,024 66,615 3,503,402   － 3,503,402 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
△9,945 4,294 △3,793 △9,443  － △9,443 

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損
益計算書計上

額 宝飾事業 貸ビル事業 健康産業事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 3,087,968 15,113 65,243 3,168,324   － 3,168,324 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 3,151 － 3,151   △3,151 －

計 3,087,968 18,264 65,243 3,171,476   △3,151 3,168,324 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
△24,310 7,869 △2,295 △18,736  － △18,736 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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