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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） 

（注） 平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率は記載して 
    おりません。 

(2) 連結財政状態 

（注） 平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値は記載しておりません。  

(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 1,323 ― 27 ― 13 ― 12 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △5百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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 2.77 ―
23年3月期第1四半期 ― ―

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 7,620 2,928 38.4
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,928百万円 23年3月期  ―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） 3.00 ― 3.00 6.00

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  
  １ 連結業績予想につきましては、平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期増減率は 
    記載しておりません。 
  ２ 連結業績予想の修正については、平成23年７月29日発表の「連結決算開始に伴う平成24年３月期連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

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) 2,989 ― 76 ― 59 ― 55 ― 12.44
通期 5,689 ― 116 ― 82 ― 76 ― 17.38



(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  ：  有  
（注） 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の有無となります。 

(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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１ 当社は、平成24年３月期第１四半期より海外子会社、TOKYO KIHO OVERSEAS (HK) LIMITEDを連結子会社とし、四半期連結財務諸表を作成しており 
  ます。 
２ 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。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等について 
  は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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 4,478,560 株 23年3月期 4,478,560 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 55,210 株 23年3月期 55,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,423,350 株 23年3月期1Q 4,424,329 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当第１四半期より、当社100％出資の海外子会社TOKYO KIHO OVERSEAS (HK) LIMITEDを連結の範囲に含

めた四半期連結財務諸表を作成しております。作成初年度に当たり、前年同四半期連結累計期間及び前

連結会計年度末との比較、分析は行っておりません。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響により

経済活動が大きく落ち込み、加えて福島第一原子力発電所の事故による電力供給不足から４月、５月と

停滞を余儀なくされました。 

宝飾業界においても、震災に伴う影響を大きく受けてしまいました。催事販売を営業活動の中心にす

える当社におきましても一時的なイベント自粛ムード等もあり４月、５月は大きく落ち込んでしまいま

した。しかしながら、６月に入ってようやく回復の兆しも見えて参りました。売上高については、ほぼ

当初の見込みどおりの達成となりましたが、利益面につきましては、粗利益率の低下、為替差損の発生

等により当初見込みを下回ってしまいました。 

その結果､当第１四半期連結累計期間の売上高は1,323百万円､営業利益は27百万円､経常利益は13百万

円、四半期純利益は12百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、7,620百万円となりました。 

流動資産は5,422百万円となり、主な内訳は、商品2,824百万円、受取手形及び売掛金1,872百万

円等であります。 

固定資産は2,198百万円となり、主な内訳は、投資不動産（純額）1,617百万円等であります。 

（負債） 

負債は、4,692百万円となり、主な内訳は、短期借入金3,520百万円、支払手形及び買掛金342百

万円、長期借入金318百万円等であります。 

（純資産） 

純資産は、2,928百万円となり、主な内訳は、利益剰余金1,833百万円、資本金636百万円、資本

剰余金504百万円等であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年５月 13 日発表「平成 23 年３月期決算短信(非連結)」において発表した個別業績予想につ

いては変更ありません。 

また、平成 24 年３月期第１四半期より連結決算へ移行しております。詳細につきましては、平成 23

年７月29日発表の「連結決算開始に伴う平成24年３月期連結業績予想に関するお知らせ」をご覧くだ

さい。 

 

東京貴宝㈱(7597) 平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 2 -



 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（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 

税金費用の計算 

当連結会計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。 

 

（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。 
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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)

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 761,923

受取手形及び売掛金 1,872,901

商品 2,824,549

その他 86,607

貸倒引当金 △123,309

流動資産合計 5,422,672

固定資産  

有形固定資産 394,151

無形固定資産 1,719

投資その他の資産  

投資不動産（純額） 1,617,032

その他 226,919

貸倒引当金 △41,655

投資その他の資産合計 1,802,296

固定資産合計 2,198,167

資産合計 7,620,839

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 342,555

短期借入金 3,520,133

未払法人税等 2,760

返品調整引当金 3,104

その他 171,160

流動負債合計 4,039,712

固定負債  

社債 150,000

長期借入金 318,512

退職給付引当金 56,339

その他 127,442

固定負債合計 652,294

負債合計 4,692,006
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 636,606

資本剰余金 504,033

利益剰余金 1,833,751

自己株式 △27,307

株主資本合計 2,947,084

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △5,645

繰延ヘッジ損益 △180

為替換算調整勘定 △12,424

その他の包括利益累計額合計 △18,250

純資産合計 2,928,833

負債純資産合計 7,620,839

東京貴宝㈱(7597) 平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



（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)

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 1,323,835

売上原価 1,063,367

売上総利益 260,467

返品調整引当金戻入額 3,289

返品調整引当金繰入額 3,104

差引売上総利益 260,652

販売費及び一般管理費  

販売促進費 28,653

旅費及び交通費 31,233

役員報酬 15,387

従業員給料 82,054

法定福利費 14,270

退職給付費用 5,887

その他 56,161

販売費及び一般管理費合計 233,649

営業利益 27,002

営業外収益  

受取利息 591

受取配当金 1,102

不動産賃貸料 37,592

その他 2,210

営業外収益合計 41,497

営業外費用  

支払利息 21,570

不動産賃貸原価 17,920

その他 15,782

営業外費用合計 55,273

経常利益 13,226

税金等調整前四半期純利益 13,226

法人税等 962

少数株主損益調整前四半期純利益 12,264

四半期純利益 12,264
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 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)

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 12,264

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △5,645

繰延ヘッジ損益 △180

為替換算調整勘定 △12,424

その他の包括利益合計 △18,250

四半期包括利益 △5,986

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,986

少数株主に係る四半期包括利益 －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（４）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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４．その他 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

当第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期に係る四半期連結財務諸表を作

成しておりませんが、参考として（要約）貸借対照表、四半期損益計算書【第１四半期累計期間】を掲載

しております。 

 

(1) （要約）貸借対照表  

（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表      

(平成23年３月31日) 

資産の部   

 流動資産  

  現金及び預金 757,455

  受取手形及び売掛金 1,856,683

  商品 2,601,978

  その他 97,175

  貸倒引当金 △131,081

  流動資産合計 5,182,212

 固定資産  

  有形固定資産 394,786

  無形固定資産 4,695

  投資その他の資産  

   投資不動産（純額） 1,622,256

   その他 284,837

   貸倒引当金 △34,107

   投資その他の資産合計 1,872,986

  固定資産合計 2,272,469

 資産合計 7,454,682

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 329,978

  短期借入金 2,884,428

  未払法人税等 8,010

  返品調整引当金 3,289

  その他 182,383

  流動負債合計 3,408,089

 固定負債  

  社債 150,000

  長期借入金 764,773

  退職給付引当金 57,126

  その他 125,846

  固定負債合計 1,097,745

 負債合計 4,505,834
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（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表      

(平成23年３月31日) 

 株主資本  

  資本金 636,606

  資本剰余金 504,033

  利益剰余金 1,839,133

  自己株式 △27,307

  株主資本合計 2,952,466

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △4,101

  繰延ヘッジ損益  482

  評価・換算差額等合計 △3,619

 純資産合計 2,948,847

負債純資産合計 7,454,682
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(2) 四半期損益計算書  

【第１四半期累計期間】  

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日     

 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,468,678

売上原価 1,173,581

売上総利益 295,096

 返品調整引当金戻入額 2,491

 返品調整引当金繰入額 1,944

差引売上総利益 295,643

販売費及び一般管理費  

 販売促進費 32,236

 旅費及び交通費 34,673

 役員報酬 11,099

 従業員給料 87,092

 従業員賞与 9,125

 法定福利費 13,143

 退職給付費用 5,780

 事業税 585

 減価償却費 2,196

 その他 49,933

 販売費及び一般管理費合計 245,864

営業利益 49,778

営業外収益  

 受取利息 1,123

 受取配当金 847

 投資不動産賃貸料 39,124

 その他 1,001

 営業外収益合計 42,097

営業外費用  

 支払利息 25,556

 不動産賃貸原価 15,859

 その他 13,286

 営業外費用合計 54,702

経常利益 37,174

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 5,673

 特別利益合計 5,673

税引前四半期純利益 42,847

法人税、住民税及び事業税 96

過年度法人税等 610

法人税等合計 706

四半期純利益 42,141
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