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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 3,314 4.0 82 8.7 71 9.1 69 8.1
25年3月期第2四半期 3,187 △2.8 75 △46.1 65 △33.2 64 31.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 84百万円 （65.6％） 25年3月期第2四半期 51百万円 （△31.5％）

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 15.67 ―
25年3月期第2四半期 14.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 7,971 3,185 40.0
25年3月期 7,668 3,113 40.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,185百万円 25年3月期  3,113百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00
26年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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 6,139 0.5 126 14.7 133 0.0 129 12.4 29.17



(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となります。 

(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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、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、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） 26年3月期2Q 4,478,560 株 25年3月期 4,478,560 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 55,210 株 25年3月期 55,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,423,350 株 25年3月期2Q 4,423,350 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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の経済は、米国の金融緩和縮小懸念から新興国経済の減速、

欧州経済の低迷、中東情勢の不安定化等の不安要素はあるものの、政府の経済政策および日銀の金融緩

和、為替レートの安定等が追い風となり、大企業を中心に企業業績の改善が見られるなど、景気回復の

兆しが見えてまいりました。 

宝飾業界においても、世間で喧伝されている大企業のような好況感には程遠いものの、ゆるやかに回

復しているという状況であります。 

このような状況にあって、当社グループは従来通り催事関係を営業活動の中心にすえて取引先ととも

に集客増を図り販売促進活動にも積極的に取り組んで参りました。これにより催事関係を中心に売上高

は前期を上回ることが出来ました。利益面におきましても、営業利益、経常利益、四半期純利益の各段

階においてそれぞれ前期実績を上回ることが出来ましたが、販売経費等が増大したために利益面では、

当初見込みを上回ることはできませんでした。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,314百万円（前年同四半期比4.0％増）､営業利益

は82百万円（前年同四半期比8.7％増）、経常利益は71百万円（前年同四半期比9.1％増）、四半期純利

益は69百万円（前年同四半期比8.1％増）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ302百万円（3.9％）増加の

7,971百万円となりました。 

主な変動は、受取手形及び売掛金の増加267百万円等であります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ231百万円（5.1％）増加の

4,786百万円となりました。 

主な変動は、短期借入金の増加327百万円、支払手形及び買掛金の減少52百万円等であります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ71百万円（2.3％）増加の

3,185百万円となりました。 

主な変動は、利益剰余金の増加56百万円、為替換算調整勘定の増加10百万円等であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年５月 15 日発表「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において発表した連

結業績予想に変更ありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（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 

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

（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。 
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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 952,600 967,305

受取手形及び売掛金 1,745,395 2,013,344

商品 2,808,295 2,813,999

その他 71,097 81,589

貸倒引当金 △59,606 △68,225

流動資産合計 5,517,783 5,808,011

固定資産   

有形固定資産 388,973 391,258

無形固定資産 1,719 1,719

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,591,526 1,592,589

その他 289,760 298,985

貸倒引当金 △120,834 △120,734

投資その他の資産合計 1,760,452 1,770,841

固定資産合計 2,151,145 2,163,819

資産合計 7,668,928 7,971,831

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 410,660 358,645

短期借入金 2,597,570 2,924,718

未払法人税等 20,119 4,873

返品調整引当金 1,637 2,141

その他 218,054 200,580

流動負債合計 3,248,041 3,490,958

固定負債   

社債 110,000 150,000

長期借入金 994,274 943,880

退職給付引当金 58,301 52,887

その他 144,622 148,923

固定負債合計 1,307,198 1,295,690

負債合計 4,555,240 4,786,648

純資産の部   

株主資本   

資本金 636,606 636,606

資本剰余金 504,033 504,033

利益剰余金 1,979,684 2,035,719

自己株式 △27,307 △27,307

株主資本合計 3,093,017 3,149,052

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,902 33,871

為替換算調整勘定 △8,231 2,258

その他の包括利益累計額合計 20,670 36,130

純資産合計 3,113,688 3,185,182

負債純資産合計 7,668,928 7,971,831
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（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 3,187,561 3,314,085

売上原価 2,404,079 2,503,496

売上総利益 783,481 810,589

返品調整引当金戻入額 2,806 1,637

返品調整引当金繰入額 2,648 2,141

差引売上総利益 783,639 810,085

販売費及び一般管理費   

販売促進費 212,889 216,336

旅費及び交通費 81,308 76,607

役員報酬 31,471 32,681

従業員給料 192,261 187,319

法定福利費 34,664 35,605

退職給付費用 8,620 2,748

貸倒引当金繰入額 5,447 8,519

その他 141,031 167,707

販売費及び一般管理費合計 707,695 727,525

営業利益 75,944 82,559

営業外収益   

受取利息 557 360

受取配当金 2,471 3,072

不動産賃貸料 84,394 79,035

その他 2,046 7,279

営業外収益合計 89,469 89,747

営業外費用   

支払利息 39,811 34,620

不動産賃貸原価 32,843 42,036

その他 27,431 24,351

営業外費用合計 100,086 101,007

経常利益 65,326 71,299

税金等調整前四半期純利益 65,326 71,299

法人税等 1,240 1,994

少数株主損益調整前四半期純利益 64,086 69,304

四半期純利益 64,086 69,304
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 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 64,086 69,304

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,191 4,968

為替換算調整勘定 1,276 10,490

その他の包括利益合計 △12,915 15,459

四半期包括利益 51,170 84,764

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 51,170 84,764

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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 65,326 71,299

減価償却費 18,358 17,470

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,447 8,519

受取利息及び受取配当金 △3,028 △3,433

支払利息 39,811 34,620

為替差損益（△は益） 9,810 △5,815

売上債権の増減額（△は増加） △165,435 △236,883

たな卸資産の増減額（△は増加） △135,683 13,074

仕入債務の増減額（△は減少） 25,588 △95,606

その他 △64,957 △48,969

小計 △204,760 △245,725

利息及び配当金の受取額 3,021 3,426

利息の支払額 △44,156 △37,999

法人税等の支払額 △3,736 △16,941

営業活動によるキャッシュ・フロー △249,632 △297,240

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 △21,000 △21,000

定期預金の払戻による収入 31,500 30,000

有形固定資産の取得による支出 △5,523 △5,555

投資有価証券の取得による支出 △15,176 △5,600

投資不動産の取得による支出 － △13,404

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 6,035 5,150

その他 32 897

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,131 △9,512

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,301,540 2,286,610

短期借入金の返済による支出 △1,921,540 △1,963,464

長期借入れによる収入 573,350 100,000

長期借入金の返済による支出 △615,849 △170,412

社債の発行による収入 － 97,740

社債の償還による支出 △30,000 △40,000

配当金の支払額 △12,790 △13,456

財務活動によるキャッシュ・フロー 294,710 297,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,512 33,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,434 23,701

現金及び現金同等物の期首残高 917,467 858,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 952,901 882,369
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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