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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 11,146 △0.4 439 65.4 408 133.9 155 71.1
23年3月期第3四半期 11,195 2.6 265 △26.6 174 △6.2 90 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 127百万円 （130.3％） 23年3月期第3四半期 55百万円 （―％）

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3四半期 9.97 ―

23年3月期第3四半期 5.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 22,251 13,861 62.3
23年3月期 21,602 13,774 63.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,861百万円 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3Q 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3Q 1,202,503 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3Q 15,571,218 株 23年3月期3Q 15,575,109 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、東日本大震災からの復旧・復興と共に、企業の生産活動や個人消費

は緩やかな回復を見せています。しかしながら、欧州諸国の財政問題、海外経済の減速懸念、急激な円高の進行と

長期化等依然として先行き不透明な状況が続きました。   

  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となり、クリスマスから暮れにかけての消費動向も

比較的順調でありました。 

 当社グループも第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、第３四半期もナガホリグループ全体として引続き堅調

な業績を上げることができました。 

 この結果当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、111億46百万円（前年同期比0.4%減）、営業利益４億39百

万円（前年同期比65.4%増）、経常利益４億８百万円（前年同期比133.9%増）、四半期純利益１億55百万円（前年

同期比71.1%増)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３四半期連結会計期間末の総資産は、222億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億49百万円の増加

となりました。 

 流動資産は８億18百万円増加して155億72百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が７億48百万円増加

したこと等によります。 

 固定資産は１億69百万円減少して66億78百万円となりました。これは有形固定資産の減少87百万円、無形固定資

産の減少17百万円、投資その他の資産の減少65百万円によるものです。 

（負債） 

 負債は５億62百万円増加して83億89百万円となりました。 

 流動負債は６億34百万円増加して75億52百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の増加５億33百万円等

によります。 

 固定負債は72百万円減少し、８億37百万円となりました。これは社債の減少30百万円、役員退職慰労引当金の減

少30百万円等によります。 

（純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べ87百万円増加して138億61百万円となりました。これは四半期純利益1億55百円

の増加の一方剰余金の配当77百万円の減少等によります。   

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想については、平成23年10月31日に公表した業績予想に変更はありません。   

   

   

（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,576,512 1,865,082

受取手形及び売掛金 1,528,976 2,277,281

商品及び製品 10,468,839 10,644,922

仕掛品 427,109 192,330

原材料及び貯蔵品 371,658 371,758

繰延税金資産 210,339 110,518

その他 211,872 156,160

貸倒引当金 △41,537 △45,300

流動資産合計 14,753,771 15,572,753

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,901,886 2,934,970

減価償却累計額 △1,914,713 △1,980,679

建物及び構築物（純額） 987,172 954,291

機械装置及び運搬具 1,561,215 1,579,846

減価償却累計額 △1,351,473 △1,394,190

機械装置及び運搬具（純額） 209,742 185,656

土地 3,129,383 3,129,383

その他 828,249 842,365

減価償却累計額 △584,975 △629,620

その他（純額） 243,273 212,744

有形固定資産合計 4,569,572 4,482,076

無形固定資産 153,982 136,964

投資その他の資産   

投資有価証券 675,882 714,400

長期貸付金 270,719 234,191

繰延税金資産 193,447 175,162

その他 1,245,614 1,174,668

貸倒引当金 △260,821 △238,995

投資その他の資産合計 2,124,842 2,059,427

固定資産合計 6,848,397 6,678,468

資産合計 21,602,168 22,251,222



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 875,962 1,409,350

短期借入金 5,333,562 5,410,000

1年内返済予定の長期借入金 36,000 47,040

1年内償還予定の社債 60,000 40,000

未払法人税等 57,316 75,964

賞与引当金 87,427 53,603

役員賞与引当金 800 9,202

その他 466,210 506,865

流動負債合計 6,917,278 7,552,026

固定負債   

社債 80,000 50,000

長期借入金 120,000 120,270

退職給付引当金 355,583 373,756

役員退職慰労引当金 171,955 141,085

繰延税金負債 2,811 1,989

再評価に係る繰延税金負債 64,903 56,848

その他 114,863 93,421

固定負債合計 910,117 837,371

負債合計 7,827,395 8,389,398

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 3,703,674

自己株式 △425,441 △425,599

株主資本合計 14,762,496 14,877,214

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 △153,768

土地再評価差額金 △869,676 △861,621

その他の包括利益累計額合計 △987,723 △1,015,389

純資産合計 13,774,773 13,861,824

負債純資産合計 21,602,168 22,251,222



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 11,195,527 11,146,581

売上原価 6,837,721 6,637,824

売上総利益 4,357,805 4,508,757

販売費及び一般管理費 4,091,981 4,068,995

営業利益 265,823 439,761

営業外収益   

受取利息 1,734 1,075

受取配当金 10,959 16,459

為替差益 － 3,733

保険解約返戻金 5,552 －

貸倒引当金戻入額 － 18,063

その他 24,832 18,136

営業外収益合計 43,077 57,468

営業外費用   

支払利息 79,821 70,632

手形売却損 11,410 8,940

投資有価証券売却損 5 4

為替差損 26,762 －

その他 16,217 9,013

営業外費用合計 134,217 88,591

経常利益 174,683 408,638

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,193 －

固定資産売却益 8,054 －

特別利益合計 11,248 －

特別損失   

店舗閉鎖損失 2,446 800

固定資産除売却損 57,909 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,498 －

減損損失 30,849 －

投資有価証券評価損 1,228 2,339

災害による損失 － 7,604

特別損失合計 107,931 10,758

税金等調整前四半期純利益 78,000 397,879

法人税、住民税及び事業税 42,903 87,861

法人税等調整額 △69,665 154,712

法人税等合計 △26,761 242,573

少数株主損益調整前四半期純利益 104,762 155,306

少数株主利益 14,013 －

四半期純利益 90,748 155,306



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 104,762 155,306

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △64,451 △35,721

土地再評価差額金 － 8,055

繰延ヘッジ損益 15,111 －

その他の包括利益合計 △49,340 △27,666

四半期包括利益 55,421 127,639

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 41,408 127,639

少数株主に係る四半期包括利益 14,013 －



 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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

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

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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  10,947,230  45,149  203,147  11,195,527  －  11,195,527

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  9,305  －  9,305  △9,305  －

計  10,947,230  54,454  203,147  11,204,832  △9,305  11,195,527

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 254,486  22,591  △11,254  265,823  －  265,823

  （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  10,900,325  44,990  201,265  11,146,581  －  11,146,581

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  9,454  －  9,454  △9,454  －

計  10,900,325  54,444  201,265  11,156,035  △9,454  11,146,581

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 423,026  22,612  △5,877  439,761  －  439,761

（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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