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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） 

（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３四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3四半期 4,726 ― 193 ― 118 ― 74 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 56百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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3四半期 16.82 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,083 2,978 36.8
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,978百万円 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 ― 3.00 ―
24年3月期（予想） 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、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  
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。 

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 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、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 
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3Q 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3Q 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3Q 4,423,350 株 23年3月期3Q 4,423,728 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により混乱したサプライチ 

ェーンの復旧等の復興事業や個人消費の底堅さもあって、わずかながらも景気は平常に戻りつつある兆

しをみせております。しかしながら欧州の債務問題混乱の長期化、円高、株安等々の不安要因もあって

未だに先行き不透明な状況が続いております。 

宝飾業界においても、同様の状況でありますが、当社は催事販売を営業活動の中心にすえて集客に全

力あげて取り組んで参りました。当社は当期から連結決算となったために前期比較はできませんが、個

別業績においては、売上高は前期実績を下回ったものの、利益面につきましては、粗利益率の向上、経

費削減等により、前期を上回る実績を残すことができました。 

その結果､当第３四半期連結累計期間の売上高は4,726百万円､営業利益は193百万円､経常利益は118百

万円、四半期純利益は74百万円となりました。 

 

（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３四半期連結会計期間末の総資産は、8,083百万円となりました。 

流動資産は、5,941百万円となり、主な内訳は、商品2,965百万円、受取手形及び売掛金2,192百

万円等であります。 

固定資産は、2,141百万円となり、主な内訳は、投資不動産（純額）1,611百万円等であります。 

（負債） 

負債は、5,105百万円となり、主な内訳は、短期借入金3,636百万円、長期借入金487百万円、支

払手形及び買掛金490百万円等であります。 

（純資産） 

純資産は、2,978百万円となり、主な内訳は、利益剰余金1,882百万円、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。 
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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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４．四半期連結財務諸表 
（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 798,291

受取手形及び売掛金 2,192,075

商品 2,965,450

その他 98,788

貸倒引当金 △113,005

流動資産合計 5,941,599

固定資産  

有形固定資産 391,231

無形固定資産 1,719

投資その他の資産  

投資不動産（純額） 1,611,245

その他 207,733

貸倒引当金 △70,083

投資その他の資産合計 1,748,895

固定資産合計 2,141,846

資産合計 8,083,446

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 490,179

短期借入金 3,636,389

未払法人税等 6,480

返品調整引当金 2,991

その他 178,112

流動負債合計 4,314,152

固定負債  

社債 120,000

長期借入金 487,563

退職給付引当金 59,853

その他 123,755

固定負債合計 791,172

負債合計 5,105,325
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 1,882,635

自己株式 △27,307

株主資本合計 2,995,968

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △950

為替換算調整勘定 △16,896

その他の包括利益累計額合計 △17,847

純資産合計 2,978,120

負債純資産合計 8,083,446
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

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 4,726,155

売上原価 3,627,213

売上総利益 1,098,941

返品調整引当金戻入額 3,289

返品調整引当金繰入額 2,991

差引売上総利益 1,099,239

販売費及び一般管理費  

販売促進費 244,271

旅費及び交通費 102,891

役員報酬 46,331

従業員給料 252,428

法定福利費 43,038

退職給付費用 17,278

貸倒引当金繰入額 12,141

その他 187,341

販売費及び一般管理費合計 905,722

営業利益 193,516

営業外収益  

受取利息 1,442

受取配当金 1,798

不動産賃貸料 116,434

その他 4,240

営業外収益合計 123,915

営業外費用  

支払利息 66,145

不動産賃貸原価 65,454

その他 67,079

営業外費用合計 198,679

経常利益 118,753

特別利益  

保険解約返戻金 1,832

特別利益合計 1,832

特別損失  

固定資産除却損 1,746

訴訟和解金 39,400

特別損失合計 41,146

税金等調整前四半期純利益 79,439

法人税等 5,020

少数株主損益調整前四半期純利益 74,418

四半期純利益 74,418
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 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)

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 74,418

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △950

為替換算調整勘定 △16,896

その他の包括利益合計 △17,847

四半期包括利益 56,570

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 56,570

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 

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３四半期累計期間】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３四半期累計期間】  

（単位：千円）

   

前第３四半期累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,844,834

売上原価 3,813,842

売上総利益 1,030,991

 返品調整引当金戻入額 2,491

 返品調整引当金繰入額 1,714

差引売上総利益 1,031,768

販売費及び一般管理費  

 販売促進費 256,187

 旅費及び交通費 106,658

 役員報酬 36,638

 従業員給料 255,915

 従業員賞与 28,617

 法定福利費 41,357

 退職給付費用 15,391

 事業税 1,755

 減価償却費 6,730

 貸倒引当金繰入額 12,213

 その他 145,358

 販売費及び一般管理費合計 906,823

営業利益 124,945

営業外収益  

 受取利息 3,367

 受取配当金 1,134

 投資不動産賃貸料 107,509

 その他 2,929

 営業外収益合計 114,940

営業外費用  

 支払利息 75,302

 不動産賃貸原価 58,537

 その他 42,958

 営業外費用合計 176,797

経常利益 63,087

特別損失  

 固定資産除却損 18,369

 訴訟損失引当金繰入額 12,628

 特別損失合計 30,997

税引前四半期純利益 32,090

法人税、住民税及び事業税 188

過年度法人税等 796

法人税等合計 984

四半期純利益 31,105
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