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1. 平成29年3月期の業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 5,163 △3.5 57 △16.9 91 271.7 82 ―

28年3月期 5,352 △9.4 68 △21.0 24 △80.5 △29 △120.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年3月期 18.64 ― 2.5 1.3 1.1

28年3月期 △6.66 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 29年3月期 ―百万円 28年3月期 ―百万円

（注）当社は、平成28年３月期において連結財務諸表を作成していたため、平成28年３月期の自己資本当期純利益率、総資産経常利益率及び売上高営業利益率
については記載しておりません。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期 6,822 3,273 48.0 740.15

28年3月期 7,340 3,218 43.8 727.70

（参考） 自己資本 29年3月期 3,273百万円 28年3月期 3,218百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年3月期 96 50 △560 397

28年3月期 ― ― ― ―

（注）当社は、平成28年３月期において連結財務諸表を作成していたため、平成28年３月期のキャッシュ・フローの状況については記載しておりません。

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

28年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 35 ― ―

29年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 35 42.9 1.1

30年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 22.6

（注）当社は、平成28年３月期において連結財務諸表を作成していたため、平成28年３月期の配当性向及び純資産配当率については記載しておりません。

3. 平成30年 3月期の業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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）

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) 2,729 1.1 88 204.5 112 146.7 94 149.5 21.29

通期 5,099 △1.2 145 154.1 188 106.0 156 89.7 35.36



※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期 4,478,560 株 28年3月期 4,478,560 株

② 期末自己株式数 29年3月期 56,485 株 28年3月期 56,235 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 4,422,159 株 28年3月期 4,422,325 株

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 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、決算短信（添付資料）2ページ「1.経営成績等の概況 (4)今後の見通し」ををご覧ください。



 

○添付資料の目次 

 

１．経営成績等の概況 …………………………………………………………………………………………………  2 

（１）当期の経営成績の概況 ……………………………………………………………………………………  2 

（２）当期の財政状態の概況 ……………………………………………………………………………………  2 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ………………………………………………………………………  3 

（４）今後の見通し ………………………………………………………………………………………………  3 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 ………………………………………………………………………  4 

３．財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………………  5 

（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  5 

（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  7 

（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………  9 

（４）キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………… 11 

（５）財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 12 

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………… 12 

（会計方針の変更） ………………………………………………………………………………………… 12 

（持分法損益等） …………………………………………………………………………………………… 12 

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………… 12 

（１株当たり情報） ………………………………………………………………………………………… 12 

（重要な後発事象） ………………………………………………………………………………………… 12 

 

東京貴宝㈱(7597) 平成29年３月期　決算短信

- 1 -



 
１．経営成績等の概況 

(１) 当期の経営成績の概況 

当事業年度末におけるわが国経済は、政府や日銀による経済政策、金融緩和を背景に、企業収益や雇

用環境に改善が見られ、景気は緩やかな回復傾向が見られました。その一方で中国はじめ新興国の景気

減速や、米国新政権の政策や英国のＥＵ離脱問題により先行きは依然として不透明な状況にあります。 

宝飾業界におきましても、節約志向の高まりから総じて厳しい状況が続いております。 

このような状況にあって、当社は得意とする催事･展示会関係を中心に積極的に販売活動に取り組み、

売上の拡大を求めず収益の確保に努めてまいりました。これにより、売上高は前期を下回りましたが、

収益改善を行うことが出来ました。 
その結果､売上高 5,163 百万円(前期比 3.5％減)､営業利益 57 百万円(前期比 16.9％減)､経常利益 91 百

万円(前期比 271.7％増)、当期純利益 82 百万円(前期は当期純損失 29 百万円)となりました。 

品目別の状況は次のとおりであります。 

 

品目別売上高明細表 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日)

(自 平成28年４月１日 

至 平成29年３月31日)品目 

金 額 

（千円） 

構成比

(％) 

金 額 

（千円） 

構成比

(％) 

増減金額

（千円） 

対前期比

(％) 

ファッションジュエリー 614,124 11.5 835,455 16.2 221,330 36.0

ダイヤモンドジュエリー 1,520,688 28.4 1,445,916 28.0 △74,772 △4.9

カラーストーンジュエリー 682,449 12.8 475,209 9.2 △207,239 △30.4

パールジュエリー 537,019 10.0 451,184 8.7 △85,834 △16.0

デザイナーズジュエリー 1,711,425 32.0 1,624,580 31.5 △86,845 △5.1

インポートジュエリー 38,716 0.7 86,467 1.7 47,750 123.3

その他 248,043 4.6 244,743 4.7 △3,300 △1.3

合計 5,352,467 100.0 5,163,557 100.0 △188,909 △3.5 

 
(２) 当期の財政状態の概況 

(資産、負債及び純資産の状況) 

当事業年度末の総資産は、前当事業年度と比べ 517 百万円（7.1％）減少し 6,822 百万円となりまし

た。主な変動内訳は、現金及び預金の減少 411 百万円、受取手形の減少 114 百万円、商品の増加 72 百万

円等であります。 

また、負債合計は、前当事業年度と比べ 572 百万円（13.9％）減少し 3,549 百万円となりました。主

な変動内訳は、短期借入金の減少 297 百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少 234 百万円等であり

ます。 

純資産合計は、前当事業年度と比べ54百万円（1.7％）増加し3,273百万円となりました。主な変動内

訳は、利益剰余金の増加47百万円等によるものです。 

 

(３) 当期のキャッシュ・フロー概況 

 当当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という｡)は、前当事業年度と比べ、413 百万

円（50.9％）減少し 397 百万円となりました｡ 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果､資金は 96 百万円の増加となりました｡主な変動内訳は、税引前当期純利益 91 百万

円、売上債権の減少 86 百万円、たな卸資産の増加 72 百万円等であります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は 50 百万円の増加となりました。主な変動内訳は、貸付金回収による収入 64

百万円、定期預金の払い戻しによる収入 40 百万円、定期預金の預入による支出 42 百万円等でありま

す。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は 560 百万円の減少となりました。主な変動内訳は、短期借入による収入

1,186 百万円、長期借入による収入 300 百万円、短期借入金の返済による支出 1,484 百万円、長期借入金

の返済による支出 585 百万円等であります。 

 

なお、当社は前当事業年度では連結財務諸表を開示しておりましたが、当事業年度においては重要性が

乏しい子会社１社を連結の範囲から除外し、財務諸表を作成しております。従いまして、キャッシュ・フ

ローの状況における前年同期間との比較は記載しておりません。 

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標 

 
平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月

 

自己資本比率（％） 40.6 40.7 43.0 43.8 48.0

時価ベースの自己資本比率（％） 16.7 16.4 17.4 16.4 17.6

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率(年) 
35.8 53.4 ― 10.9 30.7

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ(倍) 
1.3 1.8 ― 5.8 2.3

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) 各指標は、平成 25 年３月期から平成 28 年３月期までについては、連結ベースの財務諸表

により計算し、平成 29 年３月期については、個別ベースでの財務諸表により計算しており

ます。 
(注２) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出してお

ります。 

(注３) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

(注４) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象

としております。 

(注５) 

(注６) 

利払いはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

平成27年３月のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオ

につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスである為、記載しておりません。 
 
  

(４) 今後の見通し 

次期の見通しにつきましては、各種政策により雇用・所得状況が改善し、緩やかな回復基調が期待さ

れますが、海外情勢の不透明感により、景気の下振れリスクが懸念されており、当社も所属する宝飾業

界は依然厳しい状況が継続されると考えております。 

このような状況の中、当社の経営環境も引き続き厳しい状況が予想されますが、当社としては量より

質を求めて収益力を強化する経営を強化していきます。利益面につきましても採算性を重視し、商品在

庫回転率を向上させると共に、あらゆる経費の削減に全力で取り組み利益確保していく方針です。 

これにより、売上高については 5,099 百万円(前期比 1.2％減)と予想しております。利益面につきまし

ては、営業利益 145 百万円(前期比 154.1％増)、経常利益 188 百万円(前期比 106.0％増)、当期純利益

156 百万円(前期比 89.7％増)となる見込みであります。 
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４．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準で財務諸表を作成

する方針であります。 

なおＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 935,052 523,311

受取手形 788,847 674,738

売掛金 613,531 641,086

商品 2,815,302 2,888,126

前渡金 11,496 1,133

前払費用 14,331 10,095

短期貸付金 108,907 46,034

繰延税金資産 33,108 38,699

その他 21,359 23,348

貸倒引当金 △51,784 △55,727

流動資産合計 5,290,152 4,790,846

固定資産

有形固定資産

建物 168,986 169,168

減価償却累計額 △55,117 △61,584

建物（純額） 113,868 107,583

車両運搬具 19,542 18,319

減価償却累計額 △13,785 △14,511

車両運搬具（純額） 5,756 3,807

工具、器具及び備品 43,461 45,056

減価償却累計額 △29,597 △35,932

工具、器具及び備品（純額） 13,863 9,124

土地 260,734 260,734

有形固定資産合計 394,223 381,250

無形固定資産

ソフトウエア 286 196

電話加入権 1,719 1,719

無形固定資産合計 2,006 1,915

投資その他の資産

投資有価証券 112,084 131,009

関係会社株式 1,000 1,000

出資金 7,678 7,677

長期貸付金 2,719 3,300

投資不動産 1,747,265 1,747,265

減価償却累計額 △223,553 △248,529

投資不動産（純額） 1,523,711 1,498,736

その他 35,265 46,561

貸倒引当金 △28,543 △39,905

投資その他の資産合計 1,653,916 1,648,379

固定資産合計 2,050,146 2,031,546

資産合計 7,340,299 6,822,392
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 277,287 217,495

1年内償還予定の社債 40,000 60,000

短期借入金 1,484,600 1,186,800

1年内返済予定の長期借入金 875,938 641,618

未払金 40,371 38,911

未払費用 34,895 35,952

未払法人税等 21,230 8,713

未払消費税等 26,745 38,652

前受金 3 535

預り金 8,089 8,547

前受収益 9,964 10,577

返品調整引当金 1,894 2,186

流動負債合計 2,821,021 2,249,989

固定負債

社債 50,000 90,000

長期借入金 1,047,874 996,850

退職給付引当金 62,982 66,449

長期預り保証金 52,295 54,505

長期未払金 85,000 85,000

繰延税金負債 3,018 6,542

固定負債合計 1,301,169 1,299,347

負債合計 4,122,191 3,549,337

純資産の部

株主資本

資本金 636,606 636,606

資本剰余金

資本準備金 504,033 504,033

資本剰余金合計 504,033 504,033

利益剰余金

利益準備金 83,280 83,280

その他利益剰余金

別途積立金 1,500,000 1,500,000

繰越利益剰余金 514,938 561,971

利益剰余金合計 2,098,218 2,145,252

自己株式 △27,588 △27,660

株主資本合計 3,211,269 3,258,231

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,838 14,824

評価・換算差額等合計 6,838 14,824

純資産合計 3,218,108 3,273,055

負債純資産合計 7,340,299 6,822,392
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 5,352,467 5,163,557

売上原価 3,956,111 3,685,099

売上総利益 1,396,355 1,478,457

返品調整引当金戻入額 2,364 1,894

返品調整引当金繰入額 1,894 2,186

差引売上総利益 1,396,825 1,478,165

販売費及び一般管理費

販売促進費 414,655 476,600

旅費及び交通費 162,123 159,085

役員報酬 58,713 60,988

従業員給料 359,020 362,726

従業員賞与 41,320 43,062

法定福利費 70,839 70,873

退職給付費用 21,170 9,848

事業税 7,079 9,481

減価償却費 18,445 15,364

貸倒引当金繰入額 △27,827 8,184

その他 202,429 204,721

販売費及び一般管理費合計 1,327,969 1,420,936

営業利益 68,856 57,228

営業外収益

受取利息 657 887

受取配当金 4,260 2,806

投資不動産賃貸料 156,364 158,701

為替差益 7,375 284

その他 3,596 3,096

営業外収益合計 172,256 165,777

営業外費用

支払利息 49,078 42,615

社債利息 491 255

コミットメントフィー 35,666 9,267

社債発行費償却 - 2,259

売上割引 3,431 3,526

不動産賃貸原価 85,833 65,326

貸倒引当金繰入額 38,913 7,121

その他 3,091 1,178

営業外費用合計 216,506 131,551

経常利益 24,605 91,455
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 18,445 -

特別利益合計 18,445 -

特別損失

固定資産除却損 600 -

子会社株式評価損 50,189 -

特別損失合計 50,790 -

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △7,739 91,455

法人税、住民税及び事業税 23,370 14,634

法人税等調整額 △1,675 △5,590

法人税等合計 21,695 9,043

当期純利益又は当期純損失（△） △29,435 82,411
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 平成27年４月１日至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 636,606 504,033 504,033 83,280 1,500,000 579,752 2,163,032

当期変動額

剰余金の配当 △35,378 △35,378

当期純利益又は当期

純損失（△）
△29,435 △29,435

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △64,813 △64,813

当期末残高 636,606 504,033 504,033 83,280 1,500,000 514,938 2,098,218

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △27,588 3,276,083 33,310 33,310 3,309,394

当期変動額

剰余金の配当 △35,378 △35,378

当期純利益又は当期

純損失（△）
△29,435 △29,435

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△26,472 △26,472 △26,472

当期変動額合計 ― △64,813 △26,472 △26,472 △91,286

当期末残高 △27,588 3,211,269 6,838 6,838 3,218,108
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　当事業年度(自 平成28年４月１日至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 636,606 504,033 504,033 83,280 1,500,000 514,938 2,098,218

当期変動額

剰余金の配当 △35,377 △35,377

当期純利益又は当期

純損失（△）
82,411 82,411

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 47,033 47,033

当期末残高 636,606 504,033 504,033 83,280 1,500,000 561,971 2,145,252

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △27,588 3,211,269 6,838 6,838 3,218,108

当期変動額

剰余金の配当 △35,377 △35,377

当期純利益又は当期

純損失（△）
82,411 82,411

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△72 △72 7,986 7,986 7,914

当期変動額合計 △72 46,961 7,986 7,986 54,947

当期末残高 △27,660 3,258,231 14,824 14,824 3,273,055
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 91,455

減価償却費 40,339

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,305

受取利息及び受取配当金 △3,694

支払利息 42,870

売上債権の増減額（△は増加） 86,553

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,824

仕入債務の増減額（△は減少） △59,791

その他 24,268

小計 164,483

利息及び配当金の受取額 3,692

利息の支払額 △42,108

法人税等の支払額 △29,193

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,874

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 △42,000

定期預金の払戻による収入 40,500

有形固定資産の取得による支出 △2,196

投資有価証券の取得による支出 △7,914

貸付けによる支出 △2,122

貸付金の回収による収入 64,535

その他 48

投資活動によるキャッシュ・フロー 50,849

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 1,186,800

短期借入金の返済による支出 △1,484,600

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △585,344

社債の発行による収入 97,559

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払額 △35,314

その他 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー △560,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △413,246

現金及び現金同等物の期首残高 811,101

現金及び現金同等物の期末残高 397,855
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(５) 財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（会計方針の変更） 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備お

よび構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、当事業年度における財務諸表への影響は軽微であります。 

 

（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

当社は、宝飾品の仕入・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 当事業年度 

項 目 (自 平成27年４月１日 

  至 平成28年３月31日) 

(自 平成28年４月１日 

    至 平成29年３月31日) 

１株当たり純資産額 
 

 
727 円 70 銭 740 円 15 銭 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失（△） 
 

 
△6 円 66 銭 18 円 64 銭 

(注) 1. なお、当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失が計上され

ており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

項 目 (自 平成27年４月１日 

    至 平成28年３月31日) 

(自 平成28年４月１日 

    至 平成29年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

又は当期純損失金額（△） 

 

 

 

 
  

当期純利益又は当期純損失（△） 
 

 
（千円） △29,435 82,411 

普通株式に帰属しない金額 
 

 
（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失（△） 

 

 
（千円） △29,435 82,411 

普通株式の期中平均株式数 
 

 
（株） 4,422,325 4,422,159 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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