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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 1,223 1.2 10 △74.8 20 △58.8 19 △61.3
27年3月期第1四半期 1,208 △7.5 42 79.7 49 78.2 49 82.0

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 25百万円 （△40.4％） 27年3月期第1四半期 42百万円 （0.3％）

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

28年3月期第1四半期 4.31 ―
27年3月期第1四半期 11.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 7,864 3,345 42.5
27年3月期 7,771 3,338 43.0
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 3,345百万円 27年3月期 3,338百万円

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

27年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
親会社株主に帰属する

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) 3,165 3.8 64 △14.6 66 △26.0 58 △33.1 13.33
通期 5,997 △0.6 81 △27.5 91 △37.4 81 △50.6 18.48



(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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査 
手続は終了していません。 

※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 ： 有
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） 28年3月期1Q 4,478,560 株 27年3月期 4,478,560 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 56,235 株 27年3月期 56,235 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 4,422,325 株 27年3月期1Q 4,422,325 株



 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………  2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………  2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………  2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………  2 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………  3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………  3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………  3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………  3 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………… 4 

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………  4 

（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 ……………………………………………  6 

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………  6 

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………  7 

（３）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………  8 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………  8 

 

 

東京貴宝㈱(7597) 平成28年３月期　第１四半期決算短信

- 1 -



 

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経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和の効果もあ

り、企業収益や雇用情勢に改善が見られ、景気は緩やかな回復が続く一方、中国等新興国経済の停滞や

ギリシャ問題の影響により引き続き景気の先行きに懸念が残る状況にあります。 

宝飾業界においては、依然として消費マインドの改善は見られず厳しい状況が続いております。 

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まいりました。売上高は前年と同水準で推移し

ましたが、円安による原価の上昇、商品評価損の計上等により売上総利益率が 2.1 ポイント低下いたし

ました。また、販売費及び一般管理費の上昇もあり営業利益以降の各段階利益も前年を大きく下回る事

となりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 1,223 百万円（前年同四半期比 1.2％増）、営業利

益は10百万円（前年同四半期比74.8％減）、経常利益は20百万円（前年同四半期比58.8％減）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は19百万円（前年同四半期比61.3％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92百万円増の7,864百万円と

なりました。 

主な変動は、商品の増加250百万円、現金及び預金の減少90百万円、受取手形及び売掛金の減少

80百万円等であります。 

（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85百万円増の4,518百万円とな

りました。 

主な変動は、支払手形及び買掛金の増加105百万円、短期借入金の増加45百万円、長期借入金の

減少61百万円等であります。 

（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7百万円増の3,345万円となり

ました。 

主な変動は、その他有価証券評価差額金の増加6百万円等であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 27 年５月 15 日発表「平成 27 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 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関

する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利

益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間

については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 951,393 861,068

受取手形及び売掛金 1,801,093 1,721,069

商品 2,863,119 3,113,313

その他 87,396 92,113

貸倒引当金 △65,532 △65,379

流動資産合計 5,637,470 5,722,186

固定資産

有形固定資産 401,750 403,732

無形固定資産 2,097 2,074

投資その他の資産

投資不動産（純額） 1,540,731 1,534,993

その他 243,833 255,871

貸倒引当金 △54,735 △54,733

投資その他の資産合計 1,729,830 1,736,130

固定資産合計 2,133,677 2,141,937

資産合計 7,771,147 7,864,123

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 328,579 433,639

短期借入金 2,319,312 2,364,448

未払法人税等 8,117 5,455

返品調整引当金 1,837 1,871

その他 149,707 153,422

流動負債合計 2,807,553 2,958,837

固定負債

社債 90,000 80,000

長期借入金 1,335,717 1,274,168

退職給付に係る負債 50,374 52,110

その他 149,438 153,132

固定負債合計 1,625,529 1,559,411

負債合計 4,433,083 4,518,248
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27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 2,169,384 2,170,742

自己株式 △27,588 △27,588

株主資本合計 3,282,435 3,283,793

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,310 40,123

為替換算調整勘定 22,318 21,958

その他の包括利益累計額合計 55,629 62,082

純資産合計 3,338,064 3,345,875

負債純資産合計 7,771,147 7,864,123
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 1,208,363 1,223,138

売上原価 897,151 933,258

売上総利益 311,212 289,880

返品調整引当金戻入額 2,453 1,837

返品調整引当金繰入額 1,682 1,871

差引売上総利益 311,983 289,846

販売費及び一般管理費

販売促進費 39,363 35,683

旅費及び交通費 40,524 41,599

役員報酬 16,152 16,475

従業員給料 92,034 94,324

法定福利費 16,789 18,090

退職給付費用 2,931 4,859

貸倒引当金繰入額 △12,809 △154

その他 74,811 68,319

販売費及び一般管理費合計 269,797 279,198

営業利益 42,185 10,647

営業外収益

受取利息 46 41

受取配当金 1,671 1,579

不動産賃貸料 42,144 40,312

その他 873 5,636

営業外収益合計 44,736 47,570

営業外費用

支払利息 15,251 13,793

不動産賃貸原価 16,665 20,622

その他 5,159 3,241

営業外費用合計 37,076 37,657

経常利益 49,845 20,560

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 50,075 20,560

法人税等 874 1,512

四半期純利益 49,201 19,047

親会社株主に帰属する四半期純利益 49,201 19,047
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 49,201 19,047

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,204 6,813

為替換算調整勘定 △2,231 △360

その他の包括利益合計 △6,436 6,452

四半期包括利益 42,765 25,500

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 42,765 25,500

非支配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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