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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 13,584 18.5 297 △53.0 253 △44.4 184 △50.9
23年3月期第2四半期 11,467 6.0 633 15.6 456 △16.1 375 △21.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 193百万円 （△10.7％） 23年3月期第2四半期 216百万円 （―％）

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 18.47 ―
23年3月期第2四半期 37.67 ―

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

24年3月期第2四半期 26,934 12,129 45.0 1,216.53
23年3月期 25,451 12,026 47.2 1,206.16
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  12,129百万円 23年3月期  12,025百万円

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 ― 6.00 ― 9.00 15.00
24年3月期 ― 9.00
24年3月期（予想） ― 9.00 18.00

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 26,000 3.7 580 △42.9 400 △40.3 300 △50.2 30.09



(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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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2Q 10,331,546 株 23年3月期 10,331,546 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 361,274 株 23年3月期 361,274 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,970,272 株 23年3月期2Q 9,968,284 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、東日本大震災からの復旧の動きの中で持ち直してい

るものの、欧州での金融不安とこれを背景とする円高の長期化、デフレや雇用情勢への不安から先行きの

見えない状況が続いております。 

当業界におきましても、震災の影響による落込みは小売段階では小幅でしたが、先行き不安から小売企

業の在庫仕入が見合わされ、製造・卸段階では大幅な受注減となりました。また8月には欧州での金融不

安に起因する貴金属相場の急騰から相場への警戒感が広がり、商盛期に向けての商談を滞らせる結果とな

り大変厳しい市場環境が続きました。 

当社グループにおきましても、震災後の市場変化や貴金属地金の相場変動の影響から、素材価値志向の

地金製品の受注が急増する一方、付加価値製品の受注が減少する変化が生じ、これに対応する製造体制へ

の急速なシフトから、工場では一時的な生産効率の低下を余儀なくされました。また海外向け販売におき

ましても歴史的な円高から利益が圧迫され利益率の低下を招きました。これらの要因から前年同四半期比

での利益高は減少致しましたが、計画比では想定内の変動に収まり連結業績予想を上回る結果となりまし

た。 

一方、長期化が予想される円高への今後の対応策として海外拠点からの海外市場開拓に注力し、タイの

製造子会社CHRISTY GEM CO.,LTDに新たに営業部門を設置し、アジア市場での営業活動の機動性を高め、

既に進行中のベルギーの販売子会社KUWAYAMA EUROPE N.V.からの中国向けダイヤモンド販売と併せて海外

向け営業活動を拡充しました。 

さらに国内営業におきましてもシェア拡大の好機との認識から、営業部門の人員増強を行い今後の安定

拡大の礎を築きました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は135億84百万円(前年同四半期比18.5％増)となり、営

業利益は2億97百万円(前年同四半期比53.0％減)となり、経常利益は2億53百万円(前年同四半期比44.4％

減)、四半期純利益は1億84百万円(前年同四半期比50.9％減)となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ14億82百万円増加し269億34百万円とな

りました。主な要因はたな卸資産の増加10億56百万円や、投資その他の資産の増加7億46百万円等による

ものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ13億79百万円増加し148億4百万円となりました。主な要因は短期借入

金の増加14億50百万円、長期借入金の減少4億2百万円等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億3百万円増加し121億29百万円となりました。主な要因は四半期

純利益の増加1億84百万円によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年11月2日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたし

ました通期の連結業績予想から変更はありません。 

なお、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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（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

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

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 3,033,858 2,732,995

受取手形及び売掛金（純額） 3,785,303 3,918,045

商品及び製品 6,467,314 6,662,942

仕掛品 1,145,479 1,833,042

原材料及び貯蔵品 544,856 718,543

繰延税金資産 16,990 10,539

その他 366,351 372,264

流動資産合計 15,360,153 16,248,374

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,109,694 5,106,183

その他（純額） 1,710,619 1,607,387

有形固定資産合計 6,820,313 6,713,571

無形固定資産   

のれん 101,500 85,599

その他 815,909 786,620

無形固定資産合計 917,409 872,220

投資その他の資産 2,354,068 3,100,388

固定資産合計 10,091,792 10,686,179

資産合計 25,451,946 26,934,553

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,059,192 1,231,336

短期借入金 6,750,000 8,200,000

未払法人税等 23,671 88,770

繰延税金負債 746 －

賞与引当金 78,530 75,020

その他 1,461,564 1,560,140

流動負債合計 9,373,704 11,155,266

固定負債   

長期借入金 3,494,372 3,092,024

繰延税金負債 93,253 79,182

役員退職慰労引当金 439,550 453,449

その他 24,802 25,068

固定負債合計 4,051,977 3,649,725

負債合計 13,425,682 14,804,992
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,529 3,013,529

資本剰余金 2,944,389 2,944,389

利益剰余金 6,182,381 6,276,893

自己株式 △205,624 △205,624

株主資本合計 11,934,675 12,029,187

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 155,791 151,575

繰延ヘッジ損益 1,096 －

為替換算調整勘定 △65,732 △51,605

その他の包括利益累計額合計 91,155 99,970

少数株主持分 431 404

純資産合計 12,026,263 12,129,561

負債純資産合計 25,451,946 26,934,553
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（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 11,467,541 13,584,061

売上原価 8,638,249 10,729,961

売上総利益 2,829,292 2,854,100

販売費及び一般管理費 2,196,164 2,556,701

営業利益 633,128 297,399

営業外収益   

受取利息 3,637 5,623

受取配当金 13,665 18,948

不動産賃貸料 11,502 12,881

デリバティブ評価益 44,367 5,200

保険解約返戻金 － 22,164

その他 12,646 19,684

営業外収益合計 85,820 84,502

営業外費用   

支払利息 77,534 72,699

為替差損 131,372 15,936

その他 53,645 39,710

営業外費用合計 262,553 128,346

経常利益 456,395 253,554

特別利益   

固定資産売却益 1,089 1,394

投資有価証券売却益 － 2,121

貸倒引当金戻入額 3,000 －

特別利益合計 4,089 3,516

特別損失   

固定資産売却損 126 －

固定資産除却損 104 12

特別損失合計 230 12

税金等調整前四半期純利益 460,254 257,057

法人税、住民税及び事業税 82,397 66,625

法人税等調整額 2,374 6,216

法人税等合計 84,771 72,842

少数株主損益調整前四半期純利益 375,483 184,215

少数株主損失（△） △51 △27

四半期純利益 375,535 184,243
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 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 375,483 184,215

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49,753 △4,215

繰延ヘッジ損益 984 △1,096

為替換算調整勘定 △110,457 14,127

その他の包括利益合計 △159,226 8,814

四半期包括利益 216,257 193,030

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 216,309 193,058

少数株主に係る四半期包括利益 △51 △27
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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）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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