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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2) 財政状態

(3) キャッシュ・フローの状況

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 26,298 △15.1 3,487 △8.1 3,627 △7.2 2,187 10.5
24年3月期 30,960 17.7 3,792 34.0 3,909 32.4 1,979 22.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 108.96 ― 2.9 4.6 13.3
24年3月期 98.60 ― 2.7 5.1 12.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24年3月期 ―百万円

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3月期 79,631 77,096 96.8 3,840.46
24年3月期 78,184 75,331 96.4 3,752.52

（参考） 自己資本 25年3月期 77,096百万円 24年3月期 75,331百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 2,112 △2 △522 39,894
24年3月期 3,199 △118 △521 38,306

2.  配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向 純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00 521 26.4 0.7
25年3月期 ― 13.00 ― 40.00 53.00 1,063 48.6 1.4
26年3月期(予想) ― 15.00 ― 15.00 30.00 26.8

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

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) 13,200 8.9 1,550 4.0 1,600 2.0 950 0.7 47.32
通期 27,000 2.7 3,700 6.1 3,800 4.7 2,250 2.9 112.08



※  注記事項
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第８条の３の６（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
当するものであります。詳細は、添付資料１３ページ「４．財務諸表（５）財務諸表に関する注記事項<会計方針の変更>」をご覧ください。

(2) 発行済株式数（普通株式）

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 20,080,480 株 24年3月期 20,080,480 株
② 期末自己株式数 25年3月期 5,766 株 24年3月期 5,626 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 20,074,779 株 24年3月期 20,074,872 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き

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、添付資
料２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析 
 

（１）経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、国内需要が復興関連を中心に底堅く推移し、政権交代後は経済対策や

日銀の金融緩和に対する期待感から円安基調への転換、株価の回復など景況感に改善の兆しが見受け

られたものの、欧州債務問題を背景とした世界経済の減速に加え、外交問題、増税、雇用不安など依

然として下振れリスクは高く、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

宝飾品業界におきましても、こうした景況を反映し、生活防衛意識の強まりなどから個人消費の本

格的な回復には至らず、厳しい経営環境が続いております。 

このような経済情勢のもと、当社は新規出店や既存店のリニューアルを積極的に推し進め、魅力溢

れる店舗づくりに努力してまいりました。 

その結果、売上高は262億98百万円（前期比15.1％減）となりました。利益面につきましては、営業

利益が34億87百万円（前期比8.1％減)、経常利益が36億27百万円（前期比7.2％減)、当期純利益は21

億87百万円（前期比10.5％増)となりました。 

主要品目の販売実績は、指輪は98億55百万円（前期比3.2％減）、ネックレス・ブレスレットは89

億99百万円（前期比1.4％減)、小物は38億20百万円 (前期比6.0％減）であります。 

店舗につきましては、ジュエリーツツミイオンモール船橋店をはじめとする８店舗を新たに開設し

たほか、既存店15店舗のリニューアル及び４店舗の退店を実施いたしました。 
 

（次期の見通し） 

今後の経済情勢につきましては、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、マイ

ンドの改善にも支えられ、次第に景気回復へ向かうことが期待されます。しかしながら、外交問題、

増税、海外景気の下振れなどが引き続きわが国の景気を下押しするリスクとなっており、先行き不透

明な状況が続くものと予想されます。 

宝飾品業界におきましても、企業に対するお客様の厳しい選別が加速する中、企業間の競争がなお

激しさを増すことと予想されます。 

このような経済情勢のもと、当社は製販一貫体制の利点を活かした新商品の開発やお客様の視点に

立ったきめ細かいサービスの向上に努め、多くのお客様から支持される店舗づくりに全力で取り組ん

でまいる所存であります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 
 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、611億44百万円となり、前事業年度末と比較して16億70

百万円増加しております。これは主に、受取手形が23百万円減少したものの、売掛金が60百万円、

たな卸資産が55百万円、現金及び預金が15億87百万円それぞれ増加したことによるものです。 
 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、184億86百万円となり、前事業年度末と比較して2億23百

万円減少しております。これは主に、投資有価証券が1億8百万円増加したものの、土地が46百万円、

差入保証金が1億94百万円、長期繰延税金資産が21百万円それぞれ減少したことによるものです。 
 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、23億23百万円となり、前事業年度末と比較して3億29百

万円減少しております。これは主に、未払金が32百万円増加したものの、未払法人税等が2億83百万

円、未払消費税等が87百万円それぞれ減少したことによるものです。 
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（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は、2億11百万円となり、前事業年度末と比較して11百万円

増加しております。これは主に、役員退職慰労引当金が11百万円増加したことによるものです。なお、

退職給付引当金は借方残高であるため、前払年金費用として計上しております。 
 

（純資産） 

当事業年度末における純資産合計は、770億96百万円となり、前事業年度末と比較して17億64

百万円増加しております。これは主に、剰余金の配当により5億21百万円減少したものの、当期純

利益を21億87百万円計上し、その他有価証券評価差額金が99百万円増加したことによるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により21億12百万

円の資金が得られ、投資活動及び財務活動によりそれぞれ2百万円、5億22百万円の資金を使用したこ

とにより、前事業年度末に比べ15億87百万円増加し、398億94百万円となりました。 

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 
 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当事業年度において営業活動により得られた資金は21億12百万円となり、前年同期と比べ10億86

百万円の減少となりました。これは主に、前年同期において、税引前当期純利益を37億33百万円計

上し、売上債権の増加4億87百万円、たな卸資産の減少5億87百万円、法人税等の支払額14億5百万円

があったことに対し、当事業年度において、税引前当期純利益を36億33百万円計上し、売上債権の

増加37百万円、たな卸資産の増加55百万円、法人税等の支払額17億5百万円があったことによるもの

です。 
 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

当事業年度において投資活動により使用した資金は2百万円となり、前年同期と比べ1億15百万円の

減少となりました。これは主に、前年同期と比べ有形固定資産の売却による収入が61百万円、差入保

証金の回収による収入が36百万円それぞれ増加したことによるものです。 
 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

当事業年度において財務活動により使用した資金は5億22百万円となり、前事業年度とほぼ同様と

なっております。 
 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 
 

 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 

自己資本比率（％） 97.1 96.4 96.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 55.5 56.4 64.1 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する安定的利益還元を重要政策のひとつとして位置づけ、今後とも収益力の向上、

財務体質の強化を図り、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としており、期末配当につきま

しては、前年同期と同様、１株当たり普通配当を13円とさせていただきます。 

また、当社は平成25年6月をもちまして、設立40周年を迎えることとなります。これもひとえに、株

主の皆さまをはじめとする関係各位のご支援の賜物と感謝申しあげます。 

つきましては、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、１株当たり27円の記念配当を実施

させていただき、これにより、平成25年3月期の期末配当金は、普通配当と合わせて40円とさせていた

だきます。また、次期の配当金につきましては、財務状況や配当性向などを勘案し、1株当たり30円（第

2四半期末15円、期末15円）を予定しております。 
 

 

２．企業集団の状況 
 

当社の企業集団は、当社及び非連結子会社である有限会社大分ツツミ貴金属（宝飾品製造業）で構成

され、有限会社大分ツツミ貴金属は、当社における製造部門の委託加工を行っております。 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

一  般  消  費  者 

         

 直 営 店 舗  得  意  先  

 
 

 

小 売 卸 売 

当                  社 

委託加工 

非 連 結 子 会 社 

有 限会社大 分ツツミ 貴金 属 

 

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第5条第2項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、

当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

 

 

３．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「よりよい品をより安く」を経営理念とし、お客様に気軽にお買い求めいただける宝飾品

の商品開発を目指し、宝石の海外買付けから、製造、販売までの複雑な流通機構を自社で垂直統合す

ることにより、高品質の宝飾品をお客様に低価格で提供できるよう企業努力を重ねております。そし

て、今後はさらに一層の経営効率化、利益率の向上及びキャッシュ・フローに焦点を合わせた事業活

動を推進する所存であります。 
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（２）目標とする経営指標 

当社は、毎期継続的な成長を目指すとともに、資本・資産効率や生産性向上を意識した経営を目指

しております。 

また、売上高対経常利益率、1株当たり当期純利益（ＥＰＳ）及び自己資本利益率（ＲＯＥ）を重視

し、現在の水準から更なる向上を図り、引き続き財務体質の強化を推し進めるとともに、収益基盤を

固め、より一層成長できるよう努力してまいります。 
 

（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社は、事業規模を拡大し今後さらに発展するため、新店舗の効率的な店舗展開を進めながら、既

存店舗の活性化を図るためのサポート体制を強化するとともに、優秀な人材の育成に努めてまいります。 

また、製品開発から製造、販売に至るまでの当社独自の一貫体制をさらに推進し、お客様の声を反

映した新鮮な商品提供と他の追随を許さない価格戦略を心がけてまいります。 
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４．財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 38,306 39,894

受取手形 134 111

売掛金 1,555 1,616

商品及び製品 17,540 17,424

仕掛品 436 536

原材料及び貯蔵品 1,091 1,161

前払費用 164 140

繰延税金資産 130 122

その他 121 143

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 59,474 61,144

固定資産

有形固定資産

建物 5,007 5,019

減価償却累計額 △3,710 △3,728

建物（純額） 1,297 1,290

構築物 59 59

減価償却累計額 △55 △56

構築物（純額） 3 3

機械及び装置 192 181

減価償却累計額 △163 △156

機械及び装置（純額） 28 24

車両運搬具 32 29

減価償却累計額 △32 △29

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 1,257 1,235

減価償却累計額 △994 △985

工具、器具及び備品（純額） 262 249

土地 11,244 11,198

建設仮勘定 7 －

有形固定資産合計 12,845 12,767

無形固定資産

借地権 515 515

ソフトウエア 58 44

電話加入権 4 4

無形固定資産合計 577 564
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 354 462

関係会社株式 13 13

出資金 2 1

関係会社長期貸付金 105 101

長期前払費用 6 －

繰延税金資産 99 77

差入保証金 4,516 4,322

保険積立金 145 147

その他 70 28

貸倒引当金 △25 △0

投資その他の資産合計 5,286 5,154

固定資産合計 18,710 18,486

資産合計 78,184 79,631

負債の部

流動負債

買掛金 216 219

未払金 30 63

未払法人税等 1,190 907

未払消費税等 254 167

未払費用 640 659

預り金 77 79

賞与引当金 220 209

その他 21 17

流動負債合計 2,653 2,323

固定負債

役員退職慰労引当金 155 166

長期預り保証金 44 44

固定負債合計 199 211

負債合計 2,852 2,534
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,098 13,098

資本剰余金

資本準備金 15,707 15,707

資本剰余金合計 15,707 15,707

利益剰余金

利益準備金 600 600

その他利益剰余金

別途積立金 43,510 45,010

繰越利益剰余金 2,348 2,513

利益剰余金合計 46,458 48,123

自己株式 △16 △16

株主資本合計 75,247 76,912

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 83 183

評価・換算差額等合計 83 183

純資産合計 75,331 77,096

負債純資産合計 78,184 79,631
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（２）損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 30,960 26,298

売上原価

製品期首たな卸高 17,800 17,540

当期製品製造原価 16,392 12,181

合計 34,192 29,722

他勘定振替高 80 91

製品期末たな卸高 17,540 17,424

原材料評価損 0 0

製品売上原価 16,572 12,206

売上総利益 14,388 14,091

販売費及び一般管理費 10,595 10,603

営業利益 3,792 3,487

営業外収益

受取利息 50 51

受取配当金 12 12

受取家賃 41 51

その他 14 27

営業外収益合計 119 143

営業外費用

支払利息 1 1

減価償却費 0 0

その他 0 0

営業外費用合計 2 2

経常利益 3,909 3,627

特別利益

固定資産売却益 － 9

受取補償金 － 20

特別利益合計 － 30

特別損失

固定資産除却損 4 13

減損損失 146 10

貸倒引当金繰入額 25 －

特別損失合計 175 24

税引前当期純利益 3,733 3,633

法人税、住民税及び事業税 1,746 1,424

法人税等調整額 8 22

法人税等合計 1,754 1,446

当期純利益 1,979 2,187
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 13,098 13,098

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,098 13,098

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 15,707 15,707

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,707 15,707

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 600 600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 600 600

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 42,510 43,510

当期変動額

別途積立金の積立 1,000 1,500

当期変動額合計 1,000 1,500

当期末残高 43,510 45,010

繰越利益剰余金

当期首残高 1,890 2,348

当期変動額

別途積立金の積立 △1,000 △1,500

剰余金の配当 △521 △521

当期純利益 1,979 2,187

当期変動額合計 457 165

当期末残高 2,348 2,513

自己株式

当期首残高 △16 △16

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △16 △16
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本合計

当期首残高 73,790 75,247

当期変動額

剰余金の配当 △521 △521

当期純利益 1,979 2,187

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,457 1,665

当期末残高 75,247 76,912

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 78 83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 99

当期変動額合計 4 99

当期末残高 83 183

純資産合計

当期首残高 73,869 75,331

当期変動額

剰余金の配当 △521 △521

当期純利益 1,979 2,187

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 99

当期変動額合計 1,462 1,764

当期末残高 75,331 77,096
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（４）キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,733 3,633

減価償却費 322 287

減損損失 146 10

差入保証金償却額 1 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 △6

受取利息及び受取配当金 △63 △64

支払利息 1 1

固定資産除却損 4 13

固定資産売却損益（△は益） － △9

売上債権の増減額（△は増加） △487 △37

たな卸資産の増減額（△は増加） 587 △55

仕入債務の増減額（△は減少） △4 3

未払消費税等の増減額（△は減少） 120 △87

その他 165 64

小計 4,544 3,755

利息及び配当金の受取額 62 64

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △1,405 △1,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,199 2,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

有形固定資産の取得による支出 △222 △223

有形固定資産の売却による収入 － 61

無形固定資産の取得による支出 △14 △10

貸付金の回収による収入 4 4

差入保証金の差入による支出 △98 △85

差入保証金の回収による収入 227 263

その他 △12 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △118 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △521 △521

財務活動によるキャッシュ・フロー △521 △522

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,559 1,587

現金及び現金同等物の期首残高 35,747 38,306

現金及び現金同等物の期末残高 38,306 39,894
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（５）財務諸表に関する注記事項 
 

〈継続企業の前提に関する注記〉 
 

該当事項はありません。 
 

〈会計方針の変更〉 

(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、当事業年度より、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、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当事業年度の損益に与える影響額は軽

微であります。 

 

〈持分法損益等〉 
 

前事業年度、当事業年度のいずれにおいても、該当事項はありません。 

 

〈セグメント情報〉 
 

当社の事業内容は、指輪、ネックレス・ブレスレット、小物等の宝飾品の製造とその販売であり、区分すべ

き事業セグメントが存在しないため、前事業年度、当事業年度のいずれにおいても記載を省略しております。 

 

〈１株当たり情報〉 
 

 
前事業年度 

（自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日） 

当事業年度 

（自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日） 

１株当たり純資産額 3,752円52銭        3,840円46銭 

１株当たり当期純利益金額 98円60銭         108円96銭 

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)２. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日） 

当事業年度 

（自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日） 

当期純利益金額（百万円） 1,979       2,187 

普通株主に帰属しない金額（百万円） －           － 

普通株式に係る当期純利益金額（百万円） 1,979 2,187 

期中平均株式数（千株）  20,074 20,074 

 

〈重要な後発事象〉 
 

該当事項はありません。 
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５．その他 
 

（１） 役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 
 

②その他の役員の異動 

退 任 予 定 取 締 役（平成２５年６月２７日付） 

取 締 役 生 産 本 部 
辻  卓 司 

海 外 購 買 部 長 
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