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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 6,827 △0.1 122 △11.8 117 △7.1 11 △70.6
24年3月期第2四半期 6,835 △3.8 139 222.4 126 ― 40 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △46百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 29百万円 （―％）

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2四半期 0.76 ―
24年3月期第2四半期 2.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 21,276 13,813 64.9
24年3月期 21,370 14,015 65.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  13,813百万円 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 ― 5.00
25年3月期（予想） ― 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、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 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（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、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2Q 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2Q 1,205,645 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2Q 15,569,195 株 24年3月期2Q 15,571,337 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 欧州経済の停滞、中国経済の減速そして長期化する円高の影響を受けて、当第２四半期連結累計期間のわが国経

済は,緩やかな持ち直しが若干停滞し、先行き不透明な状況が続いております。 

 ジュエリー業界におきましては、昨年みられた「絆消費」が一服し、マリッジ・エンゲージ等のアニヴァーサリ

ー商品の販売が落ち着き、大型のヒット商品も少ない状況です。 

 ジュエリー業界はX'masをピークとした秋冬商戦がポイントとなる「上低下高」型の体質ですが、当社としては

この体質を改善すべく、新しい試みとして期初よりダイヤモンドジュエリー拡販に挑みました。しかしながら、第

２四半期が全般に伸び悩み、結果的には第２四半期連結累計期間の業績としての売上高および売上総利益は昨年実

績とほぼ同額を確保しましたが、周年行事費用および販促費を含む販管費の高止まりにより減益となりました。 

  この結果当第２四半期連結累計期間の連結売上高は68億27百万円（前年同期比0.1%減）、営業利益１億22百万円

（前年同期比11.8%減）、経常利益１億17百万円（前年同期比7.1%減）、四半期純利益11百万円（前年同期比70.6%

減）となりました。 

 なお、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2四半期連結期間末の総資産は、212億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ94百万円の減少となりま

 した。 

  流動資産は２億49百万円減少して144億68百万円となりました。これは現金及び預金が３億75百万円、受取手 

 形及び売掛金が１億71百万円それぞれ減少し、一方棚卸資産全体が２億58百万円増加したことなどによります。

  固定資産は１億55百万円増加して68億８百万円となりました。これは土地の増加１億６百万円、建物及び構築

 物の増加12百万円等によります。 

  （負債）   

   負債は74億63百万円となり、前会計年度末に比べ１億８百万円の増加となりました。 

  流動負債は19百万円増加して65億77百万円となりました。これは短期借入金が１億72百万円、１年以内返済予

 定の長期借入金が62百万円それぞれ増加する一方、支払手形及び買掛金が93百万円、その他が98百万円それぞれ

 減少したことによります。 

  固定負債は88百万円増加し、８億86百万円となりました。これは長期借入金が94百万円増加したことによりま

 す。  

 （純資産） 

  純資産は前連結会計年度末に比べ２億２百万円減少し、138億13百万円となりました。これは剰余金の配当１

 億55百万円及びその他投資有価証券評価差額金（借方）の増加58百万円等によります。  

   

（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、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２四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（注記事項）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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,022,889 1,646,992

受取手形及び売掛金 1,798,393 1,627,331

商品及び製品 10,093,491 10,253,982

仕掛品 254,109 324,024

原材料及び貯蔵品 329,017 357,130

繰延税金資産 123,382 118,710

その他 140,091 182,644

貸倒引当金 △43,207 △42,409

流動資産合計 14,718,167 14,468,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,933,239 2,986,493

減価償却累計額 △2,001,917 △2,042,733

建物及び構築物（純額） 931,321 943,759

機械装置及び運搬具 1,595,404 1,595,494

減価償却累計額 △1,410,932 △1,405,451

機械装置及び運搬具（純額） 184,471 190,042

土地 3,129,383 3,235,921

建設仮勘定 － 40,000

その他 824,794 831,676

減価償却累計額 △625,616 △645,606

その他（純額） 199,177 186,069

有形固定資産合計 4,444,355 4,595,793

無形固定資産 126,466 114,916

投資その他の資産   

投資有価証券 839,879 797,052

長期貸付金 233,497 232,755

繰延税金資産 81,176 117,989

その他 1,191,003 1,212,873

貸倒引当金 △263,793 △263,295

投資その他の資産合計 2,081,763 2,097,374

固定資産合計 6,652,585 6,808,084

資産合計 21,370,753 21,276,491



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 963,920 870,323

短期借入金 4,795,000 4,967,000

1年内返済予定の長期借入金 47,040 109,640

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払法人税等 115,603 104,847

賞与引当金 109,993 98,666

役員賞与引当金 10,050 9,034

その他 475,846 377,509

流動負債合計 6,557,453 6,577,022

固定負債   

社債 40,000 20,000

長期借入金 109,260 203,540

退職給付引当金 380,058 395,883

役員退職慰労引当金 144,915 155,132

繰延税金負債 1,763 1,408

再評価に係る繰延税金負債 56,848 56,848

その他 64,901 53,516

固定負債合計 797,746 886,330

負債合計 7,355,200 7,463,352

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 3,621,825

自己株式 △425,719 △426,207

株主資本合計 14,939,062 14,794,757

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 △123,276

土地再評価差額金 △861,621 △861,621

為替換算調整勘定 2,435 3,279

その他の包括利益累計額合計 △923,509 △981,618

純資産合計 14,015,552 13,813,139

負債純資産合計 21,370,753 21,276,491



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 6,835,152 6,827,233

売上原価 4,102,232 3,985,618

売上総利益 2,732,919 2,841,614

販売費及び一般管理費 2,593,737 2,718,892

営業利益 139,181 122,722

営業外収益   

受取利息 709 821

受取配当金 13,349 16,365

為替差益 － 12,710

貸倒引当金戻入額 22,060 406

保険解約返戻金 1,708 －

その他 12,364 12,533

営業外収益合計 50,191 42,837

営業外費用   

支払利息 46,533 40,480

手形売却損 5,813 5,481

為替差損 1,870 －

その他 9,124 2,493

営業外費用合計 63,341 48,455

経常利益 126,031 117,104

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   

固定資産除売却損 4 2,309

投資有価証券評価損 1,291 9,738

災害による損失 7,604 －

店舗閉鎖損失 800 1,085

特別損失合計 9,700 13,133

税金等調整前四半期純利益 116,330 103,984

法人税、住民税及び事業税 28,280 94,875

法人税等調整額 47,599 △2,776

法人税等合計 75,880 92,098

少数株主損益調整前四半期純利益 40,450 11,886

四半期純利益 40,450 11,886



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 40,450 11,886

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,111 △58,952

為替換算調整勘定 － 843

その他の包括利益合計 △11,111 △58,108

四半期包括利益 29,339 △46,222

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,339 △46,222



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 116,330 103,984

減価償却費 122,993 112,886

投資有価証券評価損益（△は益） 1,291 9,738

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,060 △1,295

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△25,427 26,043

受取利息及び受取配当金 △14,058 △17,187

支払利息 46,533 40,480

売上債権の増減額（△は増加） △148,274 170,829

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,559 △258,472

仕入債務の増減額（△は減少） △19,745 △106,274

その他 75,380 △137,423

小計 199,523 △56,690

利息及び配当金の受取額 13,985 17,201

利息の支払額 △47,071 △41,004

法人税等の支払額 △46,311 △105,631

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,126 △186,124

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 － △42,843

定期預金の払戻による収入 － 42,829

有形固定資産の取得による支出 △63,777 △245,366

無形固定資産の取得による支出 △71,199 △9,712

投資有価証券の取得による支出 △97,682 △55,610

投資有価証券の売却による収入 3,500 40

保険積立金の解約による収入 67,665 －

貸付けによる支出 △900 △1,130

貸付金の回収による収入 1,705 1,636

その他 △19,859 △21,917

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,547 △332,074

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 135,962 172,000

長期借入れによる収入 40,000 290,000

長期借入金の返済による支出 △20,680 △133,120

社債の償還による支出 △40,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △141 △487

配当金の支払額 △77,858 △155,703

その他 △11,047 △11,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,234 141,641

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,174 646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,360 △375,910

現金及び現金同等物の期首残高 1,576,512 1,945,579

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,540,151 1,569,668



 該当事項はありません。   

   

   

 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２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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利益と一致しております。  

  

  

  当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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利益と一致しております。  

  

  

   

   

（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

（６）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 6,672,047 30,637 132,466 6,835,152   － 6,835,152 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 6,302 － 6,302   △6,302 －

計 6,672,047 36,940 132,466 6,841,454   △6,302 6,835,152 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
126,898 15,393 △3,110 139,181  － 139,181 

  （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 6,677,236 19,387 130,609 6,827,233   － 6,827,233 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 9,480 － 9,480   △9,480 －

計 6,677,236 28,868 130,609 6,836,714   △9,480 6,827,233 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
121,216 10,470 △8,963 122,722  － 122,722 
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