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1.  平成25年1月期第2四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年7月31日） 

（注）平成25年１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１月期の数値は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成25年１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１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 ％

25年1月期第2四半期 1,182 ― 9 ― 9 ― 7 ―

24年1月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年1月期第2四半期 8百万円 （―％） 24年1月期第2四半期 ―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

25年1月期第2四半期 1.97 ―

24年1月期第2四半期 ― ―

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

25年1月期第2四半期 1,927 1,420 73.7 379.10
24年1月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   25年1月期第2四半期  1,420百万円 24年1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

24年1月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
25年1月期 ― 0.00

25年1月期（予想） ― 2.50 2.50

3. 平成25年 1月期の連結業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1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  
通期業績予想につきましては、平成25年１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 2,540 ― 15 ― 12 ― 8 ― 2.13



(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になります。 

(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
半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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きましては、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   ：  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） 25年1月期2Q 3,960,000 株 24年1月期 3,960,000 株

② 期末自己株式数 25年1月期2Q 212,124 株 24年1月期 212,124 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期2Q 3,747,876 株 24年1月期2Q 3,948,203 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 ……………………………………………………………………………  2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

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

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  4

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  6

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

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



  第１四半期より、当社100%出資子会社KOSAI VIETNAM CO.,LTD.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、東日本大震災の影響による停滞から一部で持ち直しの動きが見

られたものの、欧州債務問題による世界経済の下振れ懸念や円高の長期化による影響から、依然として厳しい状況で

推移いたしました。 

宝飾業界におきましても、景気の先行き不透明感への不安などから、消費マインドの本格的回復には至らず依然と

して厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社は引き続き高付加価値商品の販売強化、新商品開発や生産技術の改善に徹底して取り

組んだ結果、低価法による地金評価損の影響や、ベトナム子会社に対する投資費用が先行するものの、営業利益、四

半期純利益ともに黒字を確保することができました。 

以上により、当第２四半期累計期間における当社の業績は、売上高が1,182百万円、経常利益は９百万円、四半期

純利益は７百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間における総資産は1,927百万円となりました。その主な内訳は、たな卸資産が562百万円

等であります。  

   負債は506百万円となりました。その主な内訳は、長期借入金が85百万円等であります。 

 なお、純資産は1,420百万円となり、自己資本比率は73.7％となりました。   

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年１月期の通期業績予想につきましては、平成24年６月12日に公表いたしました「平成25年１月期 第１四

半期決算短信」の内容に変更はございません。 

 また、平成25年１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24年６月12日発表

の「連結決算開始に伴う平成25年１月期連結業績予想並びに個別業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

   

   

（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 

（簡便な会計処理）  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判定に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化

が認められた場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

③一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第２四半期累計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

   

（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。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 570,763

受取手形及び売掛金 332,986

たな卸資産 562,055

その他 14,205

貸倒引当金 △5,253

流動資産合計 1,474,757

固定資産  

有形固定資産 333,091

無形固定資産 4,146

投資その他の資産 100,564

固定資産合計 437,802

繰延資産 14,535

資産合計 1,927,095

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 24,547

短期借入金 230,000

未払法人税等 3,436

その他 104,811

流動負債合計 362,795

固定負債  

長期借入金 85,754

退職給付引当金 28,840

役員退職慰労引当金 23,425

その他 5,455

固定負債合計 143,474

負債合計 506,269

純資産の部  

株主資本  

資本金 602,150

資本剰余金 509,290

利益剰余金 336,891

自己株式 △29,942

株主資本合計 1,418,388

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 1,817

為替換算調整勘定 619

その他の包括利益累計額合計 2,436

純資産合計 1,420,825

負債純資産合計 1,927,095



（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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 1,182,410

売上原価 999,399

売上総利益 183,011

販売費及び一般管理費 173,554

営業利益 9,456

営業外収益  

受取配当金 460

受取賃貸料 917

その他 445

営業外収益合計 1,823

営業外費用  

支払利息 1,711

その他 526

営業外費用合計 2,237

経常利益 9,042

税金等調整前四半期純利益 9,042

法人税、住民税及び事業税 1,677

法人税等 1,677

少数株主損益調整前四半期純利益 7,365

四半期純利益 7,365



（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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,365

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 317

為替換算調整勘定 619

その他の包括利益合計 937

四半期包括利益 8,302

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 8,302

少数株主に係る四半期包括利益 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 9,042

減価償却費 15,435

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,187

受取利息及び受取配当金 △489

支払利息 1,711

為替差損益（△は益） 526

売上債権の増減額（△は増加） 67,032

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,792

仕入債務の増減額（△は減少） △6,070

未払債務の増減額（△は減少） △17,136

未払又は未収消費税等の増減額 7,321

破産更生債権等の増減額（△は増加） 129

その他 △2,160

小計 66,360

利息及び配当金の受取額 507

利息の支払額 △1,703

法人税等の支払額 △3,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,867

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △9,036

有形固定資産の取得による支出 △25,606

その他 △7,524

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,166

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △15,012

配当金の支払額 △9,369

その他の収入 5,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,064

現金及び現金同等物に係る換算差額 135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 772

現金及び現金同等物の期首残高 397,440

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

29,297

現金及び現金同等物の四半期末残高 427,510



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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