
平成30年12月14日 

各  位 会社名 東京貴宝株式会社 

代表者 代表取締役社長 政木 喜仁 

（コード番号 7597）

問合せ先 執行役員管理部長 染 未良生 

（TEL 03-3834-6261）

(訂正)「平成28年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 

当社は、平成28年２月５日に開示いたしました「平成28年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連

結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（平成30年12月14日）付「過年度に係る有価証券報告書

等の訂正報告書の提出及び過年度に係る決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますの

でご参照ください。 

２．訂正箇所 

訂正箇所には  を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記訂正事項

については、訂正後のみ全文を記載しております。

以上 
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上場会社名 東京貴宝株式会社 上場取引所   東 
コード番号 7597 URL http://www.tokyokiho.com 
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中川 千秋 
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四半期報告書提出予定日 平成28年2月12日 
配当支払開始予定日 ― 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
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（百万円未満切捨て） 

1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年12月31日）

(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3四半期 4,245 △6.7 36 △47.3 28 △74.8 15 △85.5 

27年3月期第3四半期 4,551 △6.4 69 △25.2 114 △2.8 107 △1.1 

（注）包括利益   28年3月期第3四半期 10百万円 （△90.2％）  27年3月期第3四半期 110百万円 （△11.6％） 

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 

28年3月期第3四半期 3.52 ― 
27年3月期第3四半期 24.32 ― 

(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

28年3月期第3四半期 7,755 3,313 42.7 
27年3月期 7,771 3,338 43.0 
（参考）自己資本    28年3月期第3四半期 3,313百万円    27年3月期 3,338百万円 

2. 配当の状況
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 ― 4.00 ― 
28年3月期（予想） 4.00 8.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

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、対前期増減率） 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

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 5,921 △0.9 27 △72.7 36 △74.8 28 △82.5 6.56 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 



※ 注記事項 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

新規 ― 社  （社名）                           、 除外 ― 社  （社名） 
 
(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 

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 

 
(4) 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） 28年3月期3Q 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3Q 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3Q 4,422,325 株 27年3月期3Q 4,422,325 株 

 
※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。 
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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、政府の景気対策により雇用や所得環境が改善さ

れ企業収益も緩やかに改善している一方、個人消費は停滞し足踏み状態となっております。また、原油

価格の下落や中国等新興国経済の減速により依然、先行き不透明な状況が続いております。 

宝飾業界においても、都心部ではインバウンド消費が好調なところがあるものの景気回復とは言えな

い状況であります。 

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、冷え込んだ消費マインドを補うまでに

は至らず売上高は前年を下回る結果となりました。売上総利益においては、粗利率の改善により前年を

上回ることが出来ましたが、第２四半期に計上した海外子会社の貸倒引当金の影響等により、営業利益、

経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は前期を大きく下回ることとなりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 4,245 百万円（前年同四半期比 6.7％減）、営業利

益は 36百万円（前年同四半期比 47.3％減）、経常利益は 28百万円（前年同四半期比 74.8％減）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は 15百万円（前年同四半期比 85.5％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15百万円（0.2％）減少の

7,755百万円となりました。主な変動は、商品の増加38百万円、現金及び預金の減少119百万円等で

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8百万円（0.2％）増加の4,441

百万円となりました。主な変動は、短期借入金の増加31百万円、社債の減少30百万円等であります。 

（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24百万円（0.7％）減少の

3,313百万円となりました。主な変動は、利益剰余金の減少19百万円等であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成 27 年 11 月６日に公表いたしました通期の業績予想に関しましては、現時点において変更はご

ざいません。 
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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３四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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 951,393 831,556

受取手形及び売掛金 1,801,093 1,769,945

商品 2,863,119 2,901,630

その他 87,396 88,639

貸倒引当金 △65,532 △98,612

流動資産合計 5,637,470 5,493,159

固定資産

有形固定資産 401,750 399,105

無形固定資産 2,097 2,029

投資その他の資産

投資不動産（純額） 1,540,731 1,530,274

その他 243,833 385,502

貸倒引当金 △54,735 △54,728

投資その他の資産合計 1,729,830 1,861,048

固定資産合計 2,133,677 2,262,182

資産合計 7,771,147 7,755,342

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 328,579 316,006

短期借入金 2,319,312 2,351,016

未払法人税等 8,117 8,791

返品調整引当金 1,837 2,005

その他 149,707 175,787

流動負債合計 2,807,553 2,853,606

固定負債

社債 90,000 60,000

長期借入金 1,335,717 1,322,308

退職給付に係る負債 50,374 59,626

その他 149,438 146,264

固定負債合計 1,625,529 1,588,198

負債合計 4,433,083 4,441,804

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 2,149,573

自己株式 △27,588 △27,588

株主資本合計 3,282,435 3,262,624

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 29,043

為替換算調整勘定 22,318 21,869

その他の包括利益累計額合計 55,629 50,912

純資産合計 3,338,064 3,313,537

負債純資産合計 7,771,147 7,755,342
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 4,551,298 4,245,285

売上原価 3,440,001 3,124,148

売上総利益 1,111,296 1,121,137

返品調整引当金戻入額 2,453 1,837

返品調整引当金繰入額 2,064 2,005

差引売上総利益 1,111,685 1,120,969

販売費及び一般管理費

販売促進費 332,451 320,888

旅費及び交通費 124,816 124,924

役員報酬 48,765 49,022

従業員給料 274,752 278,177

法定福利費 51,179 53,162

退職給付費用 7,823 15,379

貸倒引当金繰入額 △18,978 33,073

その他 221,671 209,884

販売費及び一般管理費合計 1,042,481 1,084,512

営業利益 69,203 36,456

営業外収益

受取利息 129 1,377

受取配当金 3,968 4,260

不動産賃貸料 125,348 117,594

為替差益 37,397 -

受取手数料 9,659 9,301

その他 1,966 7,878

営業外収益合計 178,471 140,413

営業外費用

支払利息 45,629 42,111

コミットメントフィー 15,695 32,869

不動産賃貸原価 66,570 67,493

その他 5,009 5,445

営業外費用合計 132,904 147,919

経常利益 114,770 28,950

特別利益

投資不動産売却益 230 -

特別利益合計 230 -

特別損失

固定資産除却損 - 600

特別損失合計 - 600

税金等調整前四半期純利益 115,000 28,349

法人税等 7,433 12,781

四半期純利益 107,567 15,568

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 107,567 15,568
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 107,567 15,568

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △962 △4,267

為替換算調整勘定 3,713 △449

その他の包括利益合計 2,751 △4,717

四半期包括利益 110,318 10,851

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 110,318 10,851

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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