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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第1四半期 1,208 △7.5 42 79.7 49 78.2 49 82.0
26年3月期第1四半期 1,305 2.0 23 △48.5 27 △41.0 27 △42.6

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 42百万円 （0.3％） 26年3月期第1四半期 42百万円 （5.9％）

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

27年3月期第1四半期 11.13 ―
26年3月期第1四半期 6.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 7,717 3,213 41.6
26年3月期 7,829 3,188 40.7
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 3,213百万円 26年3月期 3,188百万円

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

26年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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) 3,486 5.2 84 2.9 80 12.8 69 0.5 15.75
通期 6,721 1.0 151 47.2 153 33.8 134 56.0 30.38



(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） 27年3月期1Q 4,478,560 株 26年3月期 4,478,560 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 56,235 株 26年3月期 56,235 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 4,422,325 株 26年3月期1Q 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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国経済の景況感の好調さやユーロ圏での成長

などに加え、政府による経済政策や日銀による金融緩和の影響により、ゆるやかな景気回復基調を維持

しておりますが、消費税増税による駆け込み需要の反動の影響等により先行き不透明な状況となってお

ります。 

宝飾業界においても、消費税増税の駆け込み需要の反動減と思われる状況がみられ、想定の範囲内と

はいえ若干低迷状態に入っております。 

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が、売上は落ち込んでしまいました。

しかし、利益面におきましては、販売費及び一般管理費を削減したことにより前期実績を大きく上回る

ことができました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,208百万円（前年同四半期比7.5％減）､営業利益

は42百万円（前年同四半期比79.7％増）、経常利益は49百万円（前年同四半期比78.2％増）、四半期純

利益は49百万円（前年同四半期比82.0％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１四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111百万円減の7,717百万円と

なりました。 

主な変動は、商品の増加116百万円、受取手形及び売掛金の減少252百万円等であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ136百万円減の4,503百万円とな

りました。 

主な変動は、長期借入金の増加108百万円、支払手形及び買掛金の減少125百万円、短期借入金の

減少62百万円等であります。 

（純資産） 

当第１四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25百万円増の3,213百万円と

なりました。 

主な変動は、利益剰余金の増加31百万円、その他有価証券評価差額金の減少4百万円等でありま

す。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 26 年５月 15 日発表「平成 26 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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 968,607 1,003,979

受取手形及び売掛金 2,099,324 1,847,112

商品 2,677,714 2,794,102

その他 59,517 52,781

貸倒引当金 △114,729 △101,883

流動資産合計 5,690,434 5,596,092

固定資産

有形固定資産 406,550 409,006

無形固定資産 1,719 2,165

投資その他の資産

投資不動産（純額） 1,559,717 1,542,548

その他 199,375 196,604

貸倒引当金 △28,685 △28,721

投資その他の資産合計 1,730,407 1,710,431

固定資産合計 2,138,677 2,121,602

資産合計 7,829,112 7,717,695

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 519,117 394,110

短期借入金 2,628,704 2,566,410

未払法人税等 6,585 2,283

返品調整引当金 2,453 1,682

その他 220,474 184,039

流動負債合計 3,377,334 3,148,524

固定負債

社債 130,000 120,000

長期借入金 930,350 1,039,007

退職給付に係る負債 55,033 50,743

その他 147,761 145,711

固定負債合計 1,263,145 1,355,462

負債合計 4,640,479 4,503,986
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30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 2,039,257 2,070,769

自己株式 △27,588 △27,588

株主資本合計 3,152,307 3,183,820

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,928 23,723

為替換算調整勘定 8,396 6,164

その他の包括利益累計額合計 36,324 29,888

純資産合計 3,188,632 3,213,708

負債純資産合計 7,829,112 7,717,695

決算短信 （宝印刷）  2014年07月29日 19時38分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）

東京貴宝㈱(7597) 平成27年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



（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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 1,305,689 1,208,363

売上原価 986,225 897,151

売上総利益 319,464 311,212

返品調整引当金戻入額 1,637 2,453

返品調整引当金繰入額 1,792 1,682

差引売上総利益 319,309 311,983

販売費及び一般管理費

販売促進費 37,141 39,363

旅費及び交通費 36,877 40,524

役員報酬 16,322 16,152

従業員給料 94,481 92,034

法定福利費 18,083 16,789

退職給付費用 2,895 2,931

貸倒引当金繰入額 2,037 △12,809

その他 87,988 74,811

販売費及び一般管理費合計 295,827 269,797

営業利益 23,481 42,185

営業外収益

受取利息 196 46

受取配当金 1,554 1,671

不動産賃貸料 39,657 42,144

その他 8,459 873

営業外収益合計 49,867 44,736

営業外費用

支払利息 16,793 15,251

不動産賃貸原価 23,225 16,665

その他 5,353 5,159

営業外費用合計 45,372 37,076

経常利益 27,976 49,845

特別利益

投資不動産売却益 - 230

特別利益合計 - 230

税金等調整前四半期純利益 27,976 50,075

法人税等 945 874

少数株主損益調整前四半期純利益 27,031 49,201

四半期純利益 27,031 49,201
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 27,031 49,201

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,143 △4,204

為替換算調整勘定 6,464 △2,231

その他の包括利益合計 15,607 △6,436

四半期包括利益 42,638 42,765

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 42,638 42,765

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。 
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