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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 3,049 △8.0 75 △9.0 89 25.8 88 27.1
26年3月期第2四半期 3,314 4.0 82 8.7 71 9.1 69 8.1

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 80百万円 （△5.6％） 26年3月期第2四半期 84百万円 （65.6％）

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2四半期 19.93 ―
26年3月期第2四半期 15.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 7,975 3,250 40.8
26年3月期 7,829 3,188 40.7
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 3,250百万円 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 ― 4.00
27年3月期（予想） ― 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、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 ： 有  

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 6,125 △7.9 119 16.2 141 22.7 131 52.4 29.68



(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2Q 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2Q 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2Q 4,422,325 株 26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、米国の景気回復や円安に伴う輸出企業を中心と

した堅調な企業収益に支えられて緩やかな回復基調にあるとみられるものの、消費税増税に伴う駆け込

み需要の反動減、円安に伴う輸入コストの増大による個人消費の落ち込みにより不透明な状況で推移い

たしました。 

宝飾業界においては、第１四半期から続く消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減等による消費マイ

ンドの落ち込みは第２四半期も続いており低調のまま推移しております。 

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。しかし、第1四半期に引き続き、

ジュエリーに対する消費マインドは低迷したままとなっており、売上高及び営業利益は前年同四半期を

下回ることとなってしまいました。また、経常利益、四半期純利益については、円安に伴う為替差益の

増加、不動産賃貸料の増加、支払利息の低減等により前年同四半期を上回ることができました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,049百万円（前年同四半期比8.0％減）､営業利益

は75百万円（前年同四半期比9.0％減）、経常利益は89百万円（前年同四半期比25.8％増）、四半期純

利益は88百万円（前年同四半期比27.1％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145百万円（1.9％）増加の

7,975百万円となりました。 

主な変動は、商品の増加181百万円等であります。 

（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83百万円（1.8％）増加の4,724

百万円となりました。 

主な変動は、長期借入金の増加319百万円、支払手形及び買掛金の減少143百万円等であります。 

（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62百万円（2.0％）増加の

3,250百万円となりました。 

主な変動は、利益剰余金の増加70百万円、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 

業績予想につきましては、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を変更いたしております。 

詳細につきましては、本日（平成 26 年 11 月７日）公表いたしました「平成 27 年３月期第２四半期

累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 968,607 992,838

受取手形及び売掛金 2,099,324 1,994,376

商品 2,677,714 2,859,057

その他 59,517 86,098

貸倒引当金 △114,729 △93,078

流動資産合計 5,690,434 5,839,291

固定資産

有形固定資産 406,550 408,117

無形固定資産 1,719 2,142

投資その他の資産

投資不動産（純額） 1,559,717 1,553,057

その他 199,375 205,137

貸倒引当金 △28,685 △32,637

投資その他の資産合計 1,730,407 1,725,557

固定資産合計 2,138,677 2,135,817

資産合計 7,829,112 7,975,108

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 519,117 375,352

短期借入金 2,628,704 2,645,692

未払法人税等 6,585 4,566

返品調整引当金 2,453 2,192

その他 220,474 139,647

流動負債合計 3,377,334 3,167,450

固定負債

社債 130,000 110,000

長期借入金 930,350 1,249,825

退職給付に係る負債 55,033 50,047

その他 147,761 146,786

固定負債合計 1,263,145 1,556,658

負債合計 4,640,479 4,724,109

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 2,109,687

自己株式 △27,588 △27,588

株主資本合計 3,152,307 3,222,738

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 23,457

為替換算調整勘定 8,396 4,803

その他の包括利益累計額合計 36,324 28,261

純資産合計 3,188,632 3,250,999

負債純資産合計 7,829,112 7,975,108
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 3,314,085 3,049,529

売上原価 2,503,496 2,277,606

売上総利益 810,589 771,923

返品調整引当金戻入額 1,637 2,453

返品調整引当金繰入額 2,141 2,192

差引売上総利益 810,085 772,184

販売費及び一般管理費

販売促進費 216,336 228,104

旅費及び交通費 76,607 83,383

役員報酬 32,681 32,450

従業員給料 187,319 184,653

法定福利費 35,605 34,186

退職給付費用 2,748 3,571

貸倒引当金繰入額 8,519 △17,698

その他 167,707 148,399

販売費及び一般管理費合計 727,525 697,050

営業利益 82,559 75,134

営業外収益

受取利息 360 90

受取配当金 3,072 3,853

不動産賃貸料 79,035 85,491

その他 7,279 15,153

営業外収益合計 89,747 104,588

営業外費用

支払利息 34,620 30,328

不動産賃貸原価 42,036 41,737

その他 24,351 17,947

営業外費用合計 101,007 90,013

経常利益 71,299 89,708

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 71,299 89,939

法人税等 1,994 1,819

少数株主損益調整前四半期純利益 69,304 88,119

四半期純利益 69,304 88,119
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 69,304 88,119

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,968 △4,470

為替換算調整勘定 10,490 △3,593

その他の包括利益合計 15,459 △8,063

四半期包括利益 84,764 80,056

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 84,764 80,056

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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 71,299 89,939

減価償却費 17,470 21,778

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,519 △17,698

受取利息及び受取配当金 △3,433 △3,943

支払利息 34,620 30,328

為替差損益（△は益） △5,815 △12,612

売上債権の増減額（△は増加） △236,883 103,285

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,074 △187,499

仕入債務の増減額（△は減少） △95,606 △128,683

その他 △48,969 △96,334

小計 △245,725 △201,440

利息及び配当金の受取額 3,426 3,936

利息の支払額 △37,999 △30,634

法人税等の支払額 △16,941 △4,032

営業活動によるキャッシュ・フロー △297,240 △232,170

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 30,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △5,555 △11,475

投資有価証券の取得による支出 △5,600 △6,056

投資不動産の取得による支出 △13,404 △16,512

投資不動産の売却による収入 - 11,549

貸付けによる支出 - △400

貸付金の回収による収入 5,150 666

その他 897 △3,209

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,512 △16,438

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 2,286,610 2,133,370

短期借入金の返済による支出 △1,963,464 △2,149,420

長期借入れによる収入 100,000 580,000

長期借入金の返済による支出 △170,412 △219,427

社債の発行による収入 97,740 -

社債の償還による支出 △40,000 △50,000

配当金の支払額 △13,456 △17,715

財務活動によるキャッシュ・フロー 297,017 276,807

現金及び現金同等物に係る換算差額 33,436 5,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,701 33,227

現金及び現金同等物の期首残高 858,668 874,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 882,369 907,896
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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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