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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 5,175 55.9 45 ― 47 ― △8 ―
25年3月期第1四半期 3,319 4.8 △23 ― △15 ― △60 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 15百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △94百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △0.55 ―
25年3月期第1四半期 △3.86 ―

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

26年3月期第1四半期 23,005 13,971 60.7 910.99
25年3月期 23,116 14,032 60.7 914.98
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,971百万円 25年3月期  14,032百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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）

（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) 9,100 33.3 150 22.2 110 △6.1 30 152.4 1.96
通期 18,700 28.6 590 21.8 480 6.1 230 25.8 15.00



(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 

(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四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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
実績等は、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   ：  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） 26年3月期1Q 16,773,376 株 25年3月期 16,773,376 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,437,133 株 25年3月期 1,436,825 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 15,336,345 株 25年3月期1Q 15,569,932 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策アベノミクスにより全体として円安・株高

で景況感は改善されつつありますが、税制改正、海外経済の減速等の懸念材料から、株価や為替の変動が激しく不

安定で依然不透明な状況でありました。 

 ジュエリー業界におきましては、企業や家計の景況感が改善傾向となるなか、海外ブランドの時計中心に百貨店

の高額品売上が好調に推移しておりますが、宝飾品市場全体としては緩やかな回復と見られます。 

 このような中で当社グループは、中期経営計画「Brilliant55」の第二年度にあたり、また今年度は消費税増税

前の需要も期待され、きわめて重要な１年と捉え「スピード感のある業務を行う」ことをモットーに「結婚しよう

よダイヤモンドキャンペーン」をはじめとする消費者の購買意欲を喚起させる販売拡大プロジェクトを、当第1四

半期に発表するなど、積極的な営業活動を推進してまいりました。 

 この結果当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、51億75百万円（前年同期比55.9%増）となりましたが、貴

金属相場の急落による地金評価損47百万円を計上したことにより、営業利益45百万円（前年同期 営業損失23百万

円）、経常利益47百万円（前年同期 経常損失15百万円）、四半期純損失８百万円（前年同期 四半期純損失60百

万円）となりました。 

 尚、今期より連結子会社エスジェイジュエリー(株）の経営成績を取り込んでおります。     

   

（２）財政状態に関する説明 

 （資産） 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は、230億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億10百万円の減少と

なりました。 

 流動資産は１億52百万円減少し、158億78百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少４億75百万円、

仕掛品の減少１億55百万円の一方、受取手形及び売掛金の増加２億6百万円、原材料及び貯蔵品の増加１億88百万

円、商品及び製品の増加51百万円によります。 

 固定資産は41百万円増加し、71億27百万円となりました。これは建物及び構築物（純額）の増加41百万円により

ます。  

 （負債）   

 負債は90億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ49百万円の減少となりました。 

 流動負債は60百万円増加し78億32百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加１億54百万円の一

方、賞与引当金の減少62百万円によります。   

 固定負債は１億9百万円の減少となり、12億２百万円となりました。これは主に長期借入金の減少48百万円、役

員退職慰労引当金の減少56百万円によります。 

 （純資産） 

 純資産は139億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ61百万円の減少となりました。これは主に剰余金の配

当76百万円によります。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 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25年５月15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 

 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



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,012,663 1,536,928

受取手形及び売掛金 2,290,041 2,496,447

商品及び製品 10,473,549 10,524,796

仕掛品 298,964 143,331

原材料及び貯蔵品 541,413 730,004

繰延税金資産 223,608 217,327

その他 235,783 274,800

貸倒引当金 △45,698 △45,625

流動資産合計 16,030,326 15,878,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,001,123 2,615,975

減価償却累計額 △2,077,739 △1,650,628

建物及び構築物（純額） 923,383 965,347

機械装置及び運搬具 1,599,366 1,594,568

減価償却累計額 △1,431,937 △1,437,543

機械装置及び運搬具（純額） 167,429 157,024

土地 3,485,921 3,495,414

建設仮勘定 15,913 15,096

その他 906,083 908,127

減価償却累計額 △707,957 △717,728

その他（純額） 198,125 190,399

有形固定資産合計 4,790,773 4,823,281

無形固定資産 140,193 135,918

投資その他の資産   

投資有価証券 1,004,553 1,023,497

長期貸付金 237,314 236,620

繰延税金資産 25,830 13,878

その他 1,164,427 1,171,441

貸倒引当金 △276,939 △276,816

投資その他の資産合計 2,155,186 2,168,621

固定資産合計 7,086,153 7,127,821

資産合計 23,116,479 23,005,832



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,488,790 1,643,304

短期借入金 5,102,200 5,099,800

1年内返済予定の長期借入金 200,322 200,322

1年内償還予定の社債 30,000 20,000

未払法人税等 210,493 43,898

賞与引当金 138,156 75,374

役員賞与引当金 13,249 4,415

その他 588,936 745,347

流動負債合計 7,772,148 7,832,461

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 473,630 425,012

退職給付引当金 460,946 460,031

役員退職慰労引当金 168,956 112,386

繰延税金負債 1,053 925

再評価に係る繰延税金負債 56,848 56,848

その他 140,317 137,035

固定負債合計 1,311,752 1,202,239

負債合計 9,083,900 9,034,700

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 3,714,890 3,629,706

自己株式 △481,184 △481,261

株主資本合計 14,832,845 14,747,584

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 45,498 58,264

土地再評価差額金 △861,621 △861,621

為替換算調整勘定 15,855 26,904

その他の包括利益累計額合計 △800,266 △776,452

純資産合計 14,032,578 13,971,131

負債純資産合計 23,116,479 23,005,832



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,319,888 5,175,008

売上原価 1,959,770 3,584,936

売上総利益 1,360,118 1,590,071

販売費及び一般管理費 1,383,968 1,544,770

営業利益又は営業損失（△） △23,850 45,300

営業外収益   

受取利息 339 321

受取配当金 16,259 17,155

為替差益 7,770 －

貸倒引当金戻入額 － 196

受取補償金 － 9,000

その他 7,989 6,921

営業外収益合計 32,358 33,595

営業外費用   

支払利息 19,795 23,089

手形売却損 2,772 3,016

為替差損 － 1,510

その他 1,254 3,686

営業外費用合計 23,822 31,303

経常利益又は経常損失（△） △15,314 47,593

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 1,085 －

固定資産除却損 1,865 6

投資有価証券評価損 7,405 －

その他 － 1,082

特別損失合計 10,356 1,088

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△25,656 46,504

法人税、住民税及び事業税 19,315 42,710

法人税等調整額 15,110 12,294

法人税等合計 34,426 55,005

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △60,083 △8,501

四半期純損失（△） △60,083 △8,501



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △60,083 △8,501

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,536 12,765

為替換算調整勘定 4,537 11,048

その他の包括利益合計 △33,998 23,813

四半期包括利益 △94,082 15,312

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,082 15,312

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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。  

  

  当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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利益と一致しております。  

   

   

（３）四半期連結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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 3,246,318 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 

  （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 5,106,845 9,631 58,531 5,175,008   － 5,175,008 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 5,038 － 5,038   △5,038 －

計 5,106,845 14,669 58,531 5,180,047   △5,038 5,175,008 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
44,118 6,856 △5,674 45,300  － 45,300 
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