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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） 

（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24年３月期第１四半期の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 

  

(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 1,280 △3.3 45 68.9 47 258.6 47 284.3
24年3月期第1四半期 1,323 ― 27 ― 13 ― 12 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 40百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △5百万円 （―％）

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 10.65 ―
24年3月期第1四半期 2.77 ―

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 7,934 3,043 38.4
24年3月期 7,692 3,016 39.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,043百万円 24年3月期  3,016百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

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) 3,147 △4.0 93 △33.7 74 △23.8 65 △30.0 14.88
通期 6,050 △5.1 135 △35.1 93 △29.1 78 △5.2 17.83



(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 

（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P.3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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ますが、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 
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。 

※  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 4,478,560 株 24年3月期 4,478,560 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 55,210 株 24年3月期 55,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,423,350 株 24年3月期1Q 4,423,350 株



 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………  2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………  2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………  2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………  2 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………  3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………  3 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………  3 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………… 4 

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………  4 

（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 ……………………………………………  5 

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………  5 

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………  6 

（３）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………  7 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………  7 

 

 

東京貴宝㈱(7597) 平成25年３月期　第１四半期決算短信

- 1 -



 

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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興関連需要等による国内需要

はある程度堅調に推移しているものの、欧州債務問題により金融市場に不透明感が増し、いったん歯止

めがかかるかとみられた為替相場も円高に転じ、株式市場も低迷しており再び景気の減速懸念が強まる

状況で推移いたしました。 

宝飾業界においては、前期から大きな変化は見られないものの、概ね国内景気の動向を反映した情勢

となっており不透明感は増しております。 

このような状況にあって、当社グループは催事関係を営業活動の中心にすえて取引先とともに集客増

を図り販売促進活動にも積極的に取り組んだ結果、海外子会社や卸売関係の売上が低迷した為、売上高

は若干前期を下回ったものの利益面におきましては、売上総利益率が向上したことにより前期実績を大

きく上回ることが出来ました。 

その結果､当第１四半期連結累計期間の売上高は1,280百万円（前年同四半期比3.3％減）､営業利益は

45百万円（前年同四半期比68.9％増）、経常利益は47百万円（前年同四半期比258.6％増）、四半期純

利益は47百万円（前年同四半期比284.3％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・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ241百万円増の7,934百万円と

なりました。 

主な変動は、商品の増加199百万円、受取手形及び売掛金の減少33百万円等であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ214百万円増の4,891百万円とな

りました。 

主な変動は、長期借入金の増加431百万円、短期借入金の減少164百万円等であります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ26百万円増の3,043百万円と

なりました。 

主な変動は、利益剰余金の増加33百万円、その他有価証券評価差額金の減少10百万円等でありま

す。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年５月 15 日発表「平成 24 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において発表した連

結業績予想に変更ありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、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日以降に取得し

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、この変更による損益への影響はありません。 
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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 1,012,892 1,028,733

受取手形及び売掛金 1,862,638 1,829,539

商品 2,704,879 2,904,866

その他 69,226 53,091

貸倒引当金 △116,237 △27,203

流動資産合計 5,533,399 5,789,027

固定資産   

有形固定資産 388,796 391,577

無形固定資産 1,719 1,719

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,605,365 1,599,696

その他 210,790 282,014

貸倒引当金 △47,249 △129,578

投資その他の資産合計 1,768,906 1,752,132

固定資産合計 2,159,421 2,145,429

資産合計 7,692,821 7,934,456

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 429,722 393,584

短期借入金 3,241,698 3,077,555

未払法人税等 10,796 6,366

返品調整引当金 2,288 2,029

その他 182,418 171,352

流動負債合計 3,866,923 3,650,887

固定負債   

社債 90,000 90,000

長期借入金 520,685 952,045

退職給付引当金 59,860 60,174

その他 139,012 138,008

固定負債合計 809,557 1,240,228

負債合計 4,676,480 4,891,116

純資産の部   

株主資本   

資本金 636,606 636,606

資本剰余金 504,033 504,033

利益剰余金 1,891,439 1,925,298

自己株式 △27,307 △27,307

株主資本合計 3,004,771 3,038,630

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,427 16,832

為替換算調整勘定 △15,858 △12,123

その他の包括利益累計額合計 11,568 4,709

純資産合計 3,016,340 3,043,340

負債純資産合計 7,692,821 7,934,456
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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 1,323,835 1,280,256

売上原価 1,063,367 966,705

売上総利益 260,467 313,550

返品調整引当金戻入額 3,289 2,806

返品調整引当金繰入額 3,104 2,547

差引売上総利益 260,652 313,809

販売費及び一般管理費   

販売促進費 28,653 33,278

旅費及び交通費 31,233 39,904

役員報酬 15,387 15,681

従業員給料 82,054 95,849

法定福利費 14,270 16,745

退職給付費用 5,887 4,080

貸倒引当金繰入額 － △6,705

その他 56,161 69,372

販売費及び一般管理費合計 233,649 268,207

営業利益 27,002 45,601

営業外収益   

受取利息 591 303

受取配当金 1,102 1,397

不動産賃貸料 37,592 42,394

その他 2,210 1,199

営業外収益合計 41,497 45,294

営業外費用   

支払利息 21,570 19,601

不動産賃貸原価 17,920 15,999

その他 15,782 7,866

営業外費用合計 55,273 43,468

経常利益 13,226 47,427

税金等調整前四半期純利益 13,226 47,427

法人税等 962 298

少数株主損益調整前四半期純利益 12,264 47,129

四半期純利益 12,264 47,129
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 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利益 12,264 47,129

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,645 △10,594

繰延ヘッジ損益 △180 －

為替換算調整勘定 △12,424 3,735

その他の包括利益合計 △18,250 △6,859

四半期包括利益 △5,986 40,269

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,986 40,269

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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