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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 6,835 △3.8 139 222.4 126 ― 40 ―

23年3月期第2四半期 7,104 7.3 43 △62.2 △16 ― △70 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 29百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △104百万円 （―％）

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2四半期 2.60 ―

23年3月期第2四半期 △4.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 21,446 13,726 64.0
23年3月期 21,602 13,774 63.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  13,726百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 14,500 △2.8 500 49.2 420 86.7 180 145.0 11.56



(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2Q 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2Q 1,202,403 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2Q 15,571,337 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災による一時的な景気後退から持ち直しが続いておりま

すが、海外経済の減速や米国及び欧州の政府債務問題等により70円台後半の円高・株安傾向が進行する等足元では

回復のペースが減速しております。 

 当ジュエリー業界におきましては、第１四半期前半には震災の影響があったものの、消費者の自粛ムードも和ら

ぎ、第２四半期以降は徐々に持ち直し比較的短期間で回復基調が見られる状況となりました。但し、景気の不透明

感もあり、まだ本格的な回復には至っていない状況です。 

 当社グループにおいても第１四半期前半は震災後の買控えもあり一時的には苦戦しましたが、第１四半期後半か

らは高額品を中心に価値あるものを長く使いたいというニーズ、また震災で家族との絆を再確認する象徴としての

宝飾品ニーズ等に対応した営業・商品戦略に取り組んだことにより、ナガホリグループ全体としても回復軌道に乗

せることが出来、収益面で大幅な改善につながることとなりました。 

 この結果当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、68億35百万円（前年同期比3.8%減）、営業利益１億39百万

円（前年同期比222.4%増）、経常利益１億26百万円（前年同期 経常損失16百万円）、四半期純利益40百万円（前

年同期 四半期純損失70百万円）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２四半期連結期間末の総資産は、214億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億55百万円の減少とな

りました。 

 流動資産は34百万円減少して147億19百万円となりました。これは現金及び預金が36百万円、棚卸資産全体が66

百万円、繰延税金資産が25百万円、その他（未収入金等）が51百万円それぞれ減少し、一方受取手形及び売掛金が

145百万円増加したこと等によります。 

 固定資産は１億21百万円減少して67億26百万円となりました。これは有形固定資産の減少56百万円、無形固定資

産の減少10百万円、投資その他の資産の減少54百万円等によります。 

（負債） 

 負債は77億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７百万円の減少となりました。 

 流動負債は58百万円減少し68億59百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少91百万円、その他（未

払金等）の減少78百万円等の一方短期借入金の増加１億35百万円等によるものです。 

 固定負債は49百万円減少し８億60百万円となりました。これは役員退職慰労引当金の減少34百万円等によりま

す。 

（純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べ48百万円減少し、137億26百万円となりました。これは剰余金の配当による減

少77百万円の一方四半期純利益による増加40百万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 

 近の業績動向を踏まえ、平成23年５月13日に発表した通期業績予想を変更しております。詳細につきましては

平成23年10月31日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,576,512 1,540,151

受取手形及び売掛金 1,528,976 1,674,640

商品及び製品 10,468,839 10,601,984

仕掛品 427,109 234,896

原材料及び貯蔵品 371,658 364,168

繰延税金資産 210,339 184,843

その他 211,872 160,026

貸倒引当金 △41,537 △41,272

流動資産合計 14,753,771 14,719,438

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,901,886 2,928,935

減価償却累計額 △1,914,713 △1,958,166

建物及び構築物（純額） 987,172 970,769

機械装置及び運搬具 1,561,215 1,566,776

減価償却累計額 △1,351,473 △1,381,036

機械装置及び運搬具（純額） 209,742 185,739

土地 3,129,383 3,129,383

その他 828,249 841,798

減価償却累計額 △584,975 △614,630

その他（純額） 243,273 227,167

有形固定資産合計 4,569,572 4,513,060

無形固定資産 153,982 143,255

投資その他の資産   

投資有価証券 675,882 715,470

長期貸付金 270,719 234,895

繰延税金資産 193,447 172,230

その他 1,245,614 1,186,928

貸倒引当金 △260,821 △239,025

投資その他の資産合計 2,124,842 2,070,499

固定資産合計 6,848,397 6,726,815

資産合計 21,602,168 21,446,253



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 875,962 784,728

短期借入金 5,333,562 5,469,525

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 40,000

未払法人税等 57,316 43,317

賞与引当金 87,427 84,066

役員賞与引当金 800 5,734

その他 466,210 387,824

流動負債合計 6,917,278 6,859,237

固定負債   

社債 80,000 60,000

長期借入金 120,000 131,280

退職給付引当金 355,583 364,856

役員退職慰労引当金 171,955 137,255

繰延税金負債 2,811 2,357

再評価に係る繰延税金負債 64,903 64,903

その他 114,863 100,251

固定負債合計 910,117 860,904

負債合計 7,827,395 7,720,141

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 3,551,390

自己株式 △425,441 △425,583

株主資本合計 14,762,496 14,724,947

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 △129,158

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 △998,834

純資産合計 13,774,773 13,726,112

負債純資産合計 21,602,168 21,446,253



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,104,925 6,835,152

売上原価 4,376,092 4,102,232

売上総利益 2,728,832 2,732,919

販売費及び一般管理費 2,685,658 2,593,737

営業利益 43,174 139,181

営業外収益   

受取利息 1,488 709

受取配当金 8,920 13,349

貸倒引当金戻入額 － 22,060

保険解約返戻金 5,552 1,708

その他 19,223 12,364

営業外収益合計 35,184 50,191

営業外費用   

支払利息 53,234 46,533

手形売却損 6,539 5,813

為替差損 26,110 1,870

その他 9,311 9,124

営業外費用合計 95,194 63,341

経常利益又は経常損失（△） △16,835 126,031

特別利益   

固定資産売却益 8,054 －

貸倒引当金戻入額 11,821 －

特別利益合計 19,876 －

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 －

固定資産除売却損 6,271 4

減損損失 3,732 －

投資有価証券評価損 1,261 1,291

災害による損失 － 7,604

店舗閉鎖損失 2,506 800

特別損失合計 29,269 9,700

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△26,229 116,330

法人税、住民税及び事業税 28,273 28,280

法人税等調整額 11,039 47,599

法人税等合計 39,313 75,880

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△65,542 40,450

少数株主利益 5,337 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,879 40,450



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△65,542 40,450

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △53,985 △11,111

繰延ヘッジ損益 15,111 －

その他の包括利益合計 △38,874 △11,111

四半期包括利益 △104,416 29,339

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △109,754 29,339

少数株主に係る四半期包括利益 5,337 －



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△26,229 116,330

減価償却費 116,425 122,993

投資有価証券評価損益（△は益） 1,261 1,291

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,872 △22,060

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

25,627 △25,427

受取利息及び受取配当金 △10,409 △14,058

支払利息 53,234 46,533

固定資産売却損益（△は益） △8,054 －

売上債権の増減額（△は増加） 291,115 △148,274

たな卸資産の増減額（△は増加） 124,586 66,559

仕入債務の増減額（△は減少） △93,227 △19,745

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,498 －

その他 △87,677 75,380

小計 374,278 199,523

利息及び配当金の受取額 10,351 13,985

利息の支払額 △54,516 △47,071

法人税等の支払額 △68,685 △46,311

営業活動によるキャッシュ・フロー 261,427 120,126

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △99,882 △63,777

有形固定資産の売却による収入 21,000 －

無形固定資産の取得による支出 △21,411 △71,199

投資有価証券の取得による支出 △14,607 △97,682

投資有価証券の売却による収入 19 3,500

保険積立金の解約による収入 37,454 67,665

貸付けによる支出 △800 △900

貸付金の回収による収入 1,137 1,705

その他 118,456 △19,859

投資活動によるキャッシュ・フロー 141,367 △180,547

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △88,447 135,962

長期借入れによる収入 － 40,000

長期借入金の返済による支出 △12,000 △20,680

社債の償還による支出 △58,000 △40,000

自己株式の取得による支出 － △141

配当金の支払額 △155,754 △77,858

少数株主への配当金の支払額 △6,403 －

その他 △7,552 △11,047

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,157 26,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 △283 △2,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,354 △36,360

現金及び現金同等物の期首残高 1,601,103 1,576,512

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,675,458 1,540,151



 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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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。  

  

  

  当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 6,939,640 29,898 135,387 7,104,925   － 7,104,925 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 6,154 － 6,154   △6,154 －

計 6,939,640 36,052 135,387 7,111,080   △6,154 7,104,925 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
35,535 14,755 △7,116 43,174  － 43,174 

  （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 6,672,047 30,637 132,466 6,835,152   － 6,835,152 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 6,302 － 6,302   △6,302 －

計 6,672,047 36,940 132,466 6,841,454   △6,302 6,835,152 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
126,898 15,393 △3,110 139,181  － 139,181 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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