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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 3,319 4.8 △23 ― △15 ― △60 ―
24年3月期第1四半期 3,168 △9.6 △18 ― △6 ― △30 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △94百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △34百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △3.86 ―
24年3月期第1四半期 △1.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 21,382 13,765 64.4
24年3月期 21,370 14,015 65.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,765百万円 24年3月期  14,015百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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   

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) 7,100 3.9 230 65.3 190 50.8 95 134.9 6.10
通期 15,100 1.5 720 15.7 590 8.2 290 13.9 18.63



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。    
詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 16,773,376 株 24年3月期 16,773,376 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,204,149 株 24年3月期 1,203,062 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,569,932 株 24年3月期1Q 15,571,610 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期のわが国経済は、東日本大震災後の復興需要等を背景に回復の兆しはあるものの、欧州の財政金融

不安に伴う海外経済の減速や、長期化する円高の影響を受け、不安定な状況が続きました。   

  ジュエリー業界におきましても、一部の地域では、震災復興需要はありますが、基本的には日本経済と同一歩調

となっております。 

 こうした中で当社グループは、当第１四半期より、中期経営計画「Brilliant55」を策定して実行しておりま

す。55期（2015年４月～2016年３月）へ向けて輝ける、ワンランク上の企業集団を目指そうとの願いをこめて、当

社が培ってきた様々な良い習慣や行動様式、そして伝統を大事にしつつ、新たな事業領域や試みにチャレンジして

まいります。 

 当第１四半期単体の営業成績は、ダイヤモンド拡販戦略の好影響で、増収増益となりましたが、連結の経営成績

では生産工場の低価法による地金評価損が想定以上の20百万円発生しました。 

 この結果当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、33億19百万円（前年同期比4.8%増）、営業損失23百万円

(前年同期 営業損失18百万円）、経常損失15百万円（前年同期 経常損失6百万円）、四半期純損失60百万円（前

年同期 四半期純損失30百万円）となりました。尚、前年同期は、貸倒引当金戻入額22百万円が営業外収益に計上

されております。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産） 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は、213億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円の増加となり

ました。   

 流動資産は１百万円 増加し、147億20百万円となりました。これは主に商品及び製品が３億95百万円増加した一

方、現金及び預金が４億11百万円減少したことによります。 

 固定資産は10百万円増加し、66億62百万円となりました。これは長期繰延税金資産が23百万円増加したことによ

ります。 

 (負債） 

 負債は76億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億62百万円の増加となりました。 

 流動負債は２億81百万円増加し68億38百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の増加１億44百万円及び

短期借入金の増加１億25百万円等によります。 

 固定負債は19百万円減少し７億78百万円となりました。これは社債の減少10百万円及び長期借入金の減少11百万

円等によるものです。 

 （純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べて２億49百万円減少し137億65百万円となりました。これは剰余金の配当１億

55百万円及び四半期純損失60百万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 

 第２四半期累計期間・通期の業績予想については、現時点では平成24年５月11日に公表いたしました業績予想と

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 

 （会計上の見積もりと区別することが困難な会計方針の変更）   

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

    

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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,022,889 1,611,276

受取手形及び売掛金 1,798,393 1,719,671

商品及び製品 10,093,491 10,489,157

仕掛品 254,109 251,042

原材料及び貯蔵品 329,017 392,070

繰延税金資産 123,382 105,404

その他 140,091 194,578

貸倒引当金 △43,207 △43,103

流動資産合計 14,718,167 14,720,097

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,933,239 2,962,772

減価償却累計額 △2,001,917 △2,023,130

建物及び構築物（純額） 931,321 939,641

機械装置及び運搬具 1,595,404 1,565,501

減価償却累計額 △1,410,932 △1,392,192

機械装置及び運搬具（純額） 184,471 173,308

土地 3,129,383 3,129,383

建設仮勘定 － 9,841

その他 824,794 825,511

減価償却累計額 △625,616 △633,311

その他（純額） 199,177 192,200

有形固定資産合計 4,444,355 4,444,376

無形固定資産 126,466 118,530

投資その他の資産   

投資有価証券 839,879 828,391

長期貸付金 233,497 233,165

繰延税金資産 81,176 104,670

その他 1,191,003 1,197,760

貸倒引当金 △263,793 △264,066

投資その他の資産合計 2,081,763 2,099,922

固定資産合計 6,652,585 6,662,829

資産合計 21,370,753 21,382,927



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 963,920 1,108,726

短期借入金 4,795,000 4,920,000

1年内返済予定の長期借入金 47,040 47,040

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払法人税等 115,603 20,827

賞与引当金 109,993 62,856

役員賞与引当金 10,050 4,517

その他 475,846 634,772

流動負債合計 6,557,453 6,838,740

固定負債   

社債 40,000 30,000

長期借入金 109,260 98,250

退職給付引当金 380,058 384,678

役員退職慰労引当金 144,915 148,745

繰延税金負債 1,763 1,585

再評価に係る繰延税金負債 56,848 56,848

その他 64,901 58,517

固定負債合計 797,746 778,625

負債合計 7,355,200 7,617,366

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 3,765,642 3,549,855

自己株式 △425,719 △425,926

株主資本合計 14,939,062 14,723,068

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △64,323 △102,859

土地再評価差額金 △861,621 △861,621

為替換算調整勘定 2,435 6,973

その他の包括利益累計額合計 △923,509 △957,507

純資産合計 14,015,552 13,765,560

負債純資産合計 21,370,753 21,382,927



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,168,324 3,319,888

売上原価 1,918,753 1,959,770

売上総利益 1,249,571 1,360,118

販売費及び一般管理費 1,268,308 1,383,968

営業損失（△） △18,736 △23,850

営業外収益   

受取利息 349 339

受取配当金 10,588 16,259

為替差益 － 7,770

貸倒引当金戻入額 21,561 －

その他 13,685 7,989

営業外収益合計 46,184 32,358

営業外費用   

支払利息 23,005 19,795

手形売却損 2,859 2,772

為替差損 2,626 －

その他 5,425 1,254

営業外費用合計 33,917 23,822

経常損失（△） △6,470 △15,314

特別利益   

投資有価証券売却益 － 14

特別利益合計 － 14

特別損失   

店舗閉鎖損失 800 1,085

固定資産除却損 4 1,865

投資有価証券評価損 1,161 7,405

災害による損失 6,916 －

特別損失合計 8,883 10,356

税金等調整前四半期純損失（△） △15,353 △25,656

法人税、住民税及び事業税 15,773 19,315

法人税等調整額 △363 15,110

法人税等合計 15,410 34,426

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △30,763 △60,083

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △30,763 △60,083



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △30,763 △60,083

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,900 △38,536

為替換算調整勘定 － 4,537

その他の包括利益合計 △3,900 △33,998

四半期包括利益 △34,664 △94,082

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,664 △94,082

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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） 

  

  当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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損失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 3,087,968 15,113 65,243 3,168,324   － 3,168,324 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 3,151 － 3,151   △3,151 －

計 3,087,968 18,264 65,243 3,171,476   △3,151 3,168,324 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
△24,310 7,869 △2,295 △18,736  － △18,736 

  （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 3,246,318 9,748 63,822 3,319,888   － 3,319,888 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 4,441 － 4,441   △4,441 －

計 3,246,318 14,189 63,822 3,324,330   △4,441 3,319,888 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
△24,446 5,564 △4,968 △23,850  － △23,850 

（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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