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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 10,301 50.9 184 50.6 179 53.6 44 276.4
25年3月期第2四半期 6,827 △0.1 122 △11.8 117 △7.1 11 △70.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 86百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △46百万円 （―％）

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2四半期 2.92 ―
25年3月期第2四半期 0.76 ―

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2四半期 22,638 14,041 62.0 915.63
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2四半期  14,041百万円 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 ― 5.00
26年3月期（予想） ― 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、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 19,600 34.8 550 13.5 490 8.3 240 31.3 15.65



(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
実績などは、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2Q 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2Q 1,437,633 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2Q 15,336,116 株 25年3月期2Q 15,569,195 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、安倍政権の経済政策アベノミクスにより全体として円安・株高が進

行したこと等から、雇用情勢の改善や企業の設備投資にも一部回復の動きがみられる等、景況感は緩やかながらも

持ち直しの動きが見受けられましたが、個人所得改善の遅れと物価上昇の懸念等もあり、先行きについては、プラ

ス面とマイナス面が混在した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、株高等による資産効果から、大都市圏の百貨店等の高額品売上が好調に推移し

ておりますが、全体的な所得環境の回復ベースはまだ鈍く、消費の２極化等もあり、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 、当社グループでは、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、極めて重要な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」等積極的な営業活動を推進してまいりました。当社の販路に関しては、首都圏を

中心とした都市圏の百貨店等での販売は好調でしたが、地方都市の百貨店及び専門店、モール系の専門店の販路で

はバラつきもあり顕著な改善傾向は現われておらず、一進一退で推移しました。連結売上については、エスジェイ

ジュエリー(株）の経営成績を組み入れておりますので、前年同期比５割増となりました。 

 この結果当第２四半期連結期間の連結売上高は、103億１百万円（前年同期比50.9%増）、営業利益１億84百万円

(前年同期比50.6%増）、経常利益１億79百万円（前年同期比53.6%増）、四半期純利益44百万円（前年同期比

276.4%増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 (資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、226億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億77百万円の減少

となりました。 

 流動資産は４億79百万円減少し、155億50百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少３億62百万円、

商品及び製品の減少65百万円、仕掛品の減少93百万円の一方、原材料及び貯蔵品の増加１億８百万円によります。

 固定資産は１百万円増加し、70億87百万円となりました。 

 （負債） 

 負債は85億96百万円となり、前会計年度末に比べ４億86百万円の減少となりました。 

 流動負債は73億95百万円となり、前会計年度末に比べ３億76百万円の減少となりました。これは支払手形及び買

掛金の減少43百万円、短期借入金の減少39百万円、未払法人税等の減少１億29百万円等によります。 

 固定負債は１億９百万円減少し、12億１百万円となりました。これは長期借入金の減少61百万円及び役員退職慰

労金の減少44百万円等によります。 

 （純資産） 

 純資産は前会計年度末に比べ９百万円増加し、140億41百万円となりました。  

   

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の連結業績予想につきましては、平成25年10月31日に発表した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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,012,663 1,649,770

受取手形及び売掛金 2,290,041 2,289,837

商品及び製品 10,473,549 10,407,823

仕掛品 298,964 205,944

原材料及び貯蔵品 541,413 650,154

繰延税金資産 223,608 168,732

その他 235,783 221,104

貸倒引当金 △45,698 △42,443

流動資産合計 16,030,326 15,550,922

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,001,123 2,603,211

減価償却累計額 △2,077,739 △1,658,186

建物及び構築物（純額） 923,383 945,025

機械装置及び運搬具 1,599,366 1,594,728

減価償却累計額 △1,431,937 △1,448,281

機械装置及び運搬具（純額） 167,429 146,447

土地 3,485,921 3,495,414

建設仮勘定 15,913 58,745

その他 906,083 883,935

減価償却累計額 △707,957 △698,997

その他（純額） 198,125 184,938

有形固定資産合計 4,790,773 4,830,570

無形固定資産 140,193 125,044

投資その他の資産   

投資有価証券 1,004,553 1,041,041

長期貸付金 237,314 235,976

繰延税金資産 25,830 8,270

その他 1,164,427 1,108,864

貸倒引当金 △276,939 △261,912

投資その他の資産合計 2,155,186 2,132,240

固定資産合計 7,086,153 7,087,856

資産合計 23,116,479 22,638,778



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,488,790 1,445,357

短期借入金 5,102,200 5,062,610

1年内返済予定の長期借入金 200,322 208,248

1年内償還予定の社債 30,000 20,000

未払法人税等 210,493 81,109

賞与引当金 138,156 133,250

役員賞与引当金 13,249 8,830

その他 588,936 435,778

流動負債合計 7,772,148 7,395,185

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 473,630 412,618

退職給付引当金 460,946 471,123

役員退職慰労引当金 168,956 124,431

繰延税金負債 1,053 2,149

再評価に係る繰延税金負債 56,848 56,848

その他 140,317 134,602

固定負債合計 1,311,752 1,201,773

負債合計 9,083,900 8,596,959

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 3,682,946

自己株式 △481,184 △481,380

株主資本合計 14,832,845 14,800,704

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 68,771

土地再評価差額金 △861,621 △861,621

為替換算調整勘定 15,855 33,964

その他の包括利益累計額合計 △800,266 △758,886

純資産合計 14,032,578 14,041,818

負債純資産合計 23,116,479 22,638,778



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,827,233 10,301,874

売上原価 3,985,618 7,001,603

売上総利益 2,841,614 3,300,270

販売費及び一般管理費 2,718,892 3,115,492

営業利益 122,722 184,778

営業外収益   

受取利息 821 658

受取配当金 16,365 17,285

為替差益 12,710 －

貸倒引当金戻入額 406 6,284

その他 12,533 30,601

営業外収益合計 42,837 54,829

営業外費用   

支払利息 40,480 45,751

手形売却損 5,481 5,680

為替差損 － 2,200

その他 2,493 6,067

営業外費用合計 48,455 59,701

経常利益 117,104 179,907

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 2,309 1,463

投資有価証券評価損 9,738 －

店舗閉鎖損失 1,085 －

その他 － 1,192

特別損失合計 13,133 2,655

税金等調整前四半期純利益 103,984 177,251

法人税、住民税及び事業税 94,875 71,479

法人税等調整額 △2,776 61,033

法人税等合計 92,098 132,512

少数株主損益調整前四半期純利益 11,886 44,738

四半期純利益 11,886 44,738



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 11,886 44,738

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,952 23,272

為替換算調整勘定 843 18,108

その他の包括利益合計 △58,108 41,380

四半期包括利益 △46,222 86,119

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,222 86,119



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 103,984 177,251

減価償却費 112,886 107,750

投資有価証券評価損益（△は益） 9,738 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,295 △18,281

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

26,043 △34,347

受取利息及び受取配当金 △17,187 △17,943

支払利息 40,480 45,751

売上債権の増減額（△は増加） 170,829 3,523

たな卸資産の増減額（△は増加） △258,472 58,436

仕入債務の増減額（△は減少） △106,274 △33,545

その他 △137,423 △84,481

小計 △56,690 204,113

利息及び配当金の受取額 17,201 17,870

利息の支払額 △41,004 △46,612

法人税等の支払額 △105,631 △200,862

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,124 △25,490

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 △42,853

定期預金の払戻による収入 42,829 42,843

有形固定資産の取得による支出 △245,366 △124,242

無形固定資産の取得による支出 △9,712 △9,621

投資有価証券の取得による支出 △55,610 △717

投資有価証券の売却による収入 40 －

貸付けによる支出 △1,130 △300

貸付金の回収による収入 1,636 1,996

その他 △21,917 40,221

投資活動によるキャッシュ・フロー △332,074 △92,673

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） 172,000 △39,589

長期借入れによる収入 290,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △133,120 △103,086

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △487 △196

配当金の支払額 △155,703 △76,682

その他 △11,047 △8,961

財務活動によるキャッシュ・フロー 141,641 △198,515

現金及び現金同等物に係る換算差額 646 13,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,910 △303,412

現金及び現金同等物の期首残高 1,945,579 1,910,328

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,569,668 1,606,916



 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。  

  

  当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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）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 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 

  （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 10,163,805 19,159 118,909 10,301,874   － 10,301,874 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 7,528 － 7,528   △7,528 －

計 10,163,805 26,688 118,909 10,309,402   △7,528 10,301,874 

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
186,331 10,895 △12,448 184,778  － 184,778 
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