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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 4,921 5.2 103 △11.1 118 △7.4 108 △13.2
25年3月期第3四半期 4,679 △1.0 116 △39.6 127 7.4 125 68.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 124百万円 （6.2％） 25年3月期第3四半期 117百万円 （107.7％）

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3四半期 24.59 ―
25年3月期第3四半期 28.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 8,154 3,211 39.4
25年3月期 7,668 3,113 40.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,211百万円 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き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、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
②①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3Q 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3Q 56,235 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3Q 4,423,085 株 25年3月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済政策および日銀の金融緩和等の

効果もあり、円安・株高の傾向が継続し、企業業績や個人消費に改善が見られるなど、景気回復の傾向

が見えております。しかしながら、円安による原材料の高騰や新興国の経済減速、４月から実施される

消費税増税の影響等も懸念され、先行き不透明な状況は続いております。 

宝飾業界においても、全体の景気動向の流れを受けて、力強さはないもののゆるやかな回復傾向は続

いております。 

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

高は前年同四半期を上回ることが出来ました。しかしながら利益面においては、営業利益、経常利益、

四半期純利益の各段階において、それぞれ前年同四半期を下回ってしまいました。これは販売経費等が

増大したことによるものであります。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,921百万円（前年同四半期比5.2％増）､営業利益

は103百万円（前年同四半期比11.1％減）、経常利益は118百万円（前年同四半期比7.4％減）、四半期

純利益は108百万円（前年同四半期比13.2％減）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３四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485百万円（6.3％）増加の

8,154百万円となりました。 

主な変動は、受取手形及び売掛金の増加450百万円等であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ387百万円（8.5％）増加の

4,942百万円となりました。 

主な変動は、短期借入金の増加291百万円、支払手形及び買掛金の増加68百万円等であります。 

（純資産） 

当第３四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97百万円（3.1％）増加の

3,211百万円となりました。 

主な変動は、利益剰余金の増加82百万円、為替換算調整勘定の増加9百万円等であります。 

 

（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 952,600 824,931

受取手形及び売掛金 1,745,395 2,195,670

商品 2,808,295 2,979,131

その他 71,097 70,298

貸倒引当金 △59,606 △69,943

流動資産合計 5,517,783 6,000,089

固定資産   

有形固定資産 388,973 389,592

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 1,582,529

その他 289,760 301,086

貸倒引当金 △120,834 △120,694

投資その他の資産合計 1,760,452 1,762,920

固定資産合計 2,151,145 2,154,233

資産合計 7,668,928 8,154,322

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 410,660 479,403

短期借入金 2,597,570 2,889,088

未払法人税等 20,119 3,215

返品調整引当金 1,637 2,261

その他 218,054 217,901

流動負債合計 3,248,041 3,591,869

固定負債   

社債 110,000 140,000

長期借入金 994,274 1,006,706

退職給付引当金 58,301 54,453

その他 144,622 149,660

固定負債合計 1,307,198 1,350,819

負債合計 4,555,240 4,942,688
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

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 2,061,894

自己株式 △27,307 △27,588

株主資本合計 3,093,017 3,174,944

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 35,138

為替換算調整勘定 △8,231 1,549

その他の包括利益累計額合計 20,670 36,688

純資産合計 3,113,688 3,211,633

負債純資産合計 7,668,928 8,154,322
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 4,679,526 4,921,756

売上原価 3,529,987 3,742,532

売上総利益 1,149,538 1,179,223

返品調整引当金戻入額 2,806 1,637

返品調整引当金繰入額 2,165 2,261

差引売上総利益 1,150,179 1,178,599

販売費及び一般管理費   

販売促進費 297,109 309,168

旅費及び交通費 119,239 117,185

役員報酬 47,510 48,089

従業員給料 287,611 280,932

法定福利費 52,226 53,700

退職給付費用 12,302 5,578

貸倒引当金繰入額 5,108 10,197

その他 212,097 249,817

販売費及び一般管理費合計 1,033,207 1,074,668

営業利益 116,971 103,930

営業外収益   

受取利息 792 504

受取配当金 2,586 3,187

不動産賃貸料 126,243 118,935

その他 17,240 29,437

営業外収益合計 146,863 152,065

営業外費用   

支払利息 59,370 51,515

不動産賃貸原価 49,710 59,316

その他 27,256 27,144

営業外費用合計 136,336 137,977

経常利益 127,498 118,019

特別利益   

投資不動産売却益 － 542

特別利益合計 － 542

特別損失   

固定資産除却損 880 －

特別損失合計 880 －

税金等調整前四半期純利益 126,618 118,561

法人税等 1,330 9,812

少数株主損益調整前四半期純利益 125,287 108,749

四半期純利益 125,287 108,749
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 125,287 108,749

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,526 6,236

為替換算調整勘定 △242 9,781

その他の包括利益合計 △7,768 16,017

四半期包括利益 117,518 124,767

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 117,518 124,767

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（４）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。 

東京貴宝㈱(7597) 平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 8 -


	サマリー
	バインダ1
	55_3Q_02.定性的情報
	XbrlDataCheckBridg
	55_3Q_04.注記情報4-4




