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(百万円未満切捨て)

１．2022年１月期第３四半期の業績（2021年２月１日～2021年10月31日）

（１）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 ％

2022年１月期第３四半期 2,208 48.0 68 ― 74 ― 50 ―

2021年１月期第３四半期 1,492 △26.9 △16 ― 16 △78.4 7 △86.0
　

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

2022年１月期第３四半期 134.56 ―

2021年１月期第３四半期 21.08 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年１月期第３四半期 2,393 1,299 54.3
2021年１月期 2,390 1,263 52.9

(参考) 自己資本 2022年１月期第３四半期 1,299百万円 2021年１月期 1,263百万円
　

　

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

2021年１月期 ― 0.00 ―

2022年１月期 ― 0.00 ―

2022年１月期(予想) 40.0 40.0
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．2022年１月期の業績予想（2021年２月１日～2022年１月31日）

(％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
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 2,700 27.6 120 ― 120 184.2 75 206.2 200.41
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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 ： 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
　

　

（３）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) 2022年１月期３Ｑ 396,000株 2021年１月期 396,000株

② 期末自己株式数 2022年１月期３Ｑ 21,782株 2021年１月期 21,772株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年１月期３Ｑ 374,222株 2021年１月期３Ｑ 374,237株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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きましては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する
説明」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）経営成績に関する説明

　当第３四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウィルス感染症の拡大長期化に伴う経済活動抑制が続

くなど厳しい状況でした。その後、新型コロナウィルス感染症が沈静化しつつあり、社会経済活動が持ち直しへと

向かっていくことが期待されているものの、感染の再拡大やサプライチェーンの動向による下振れリスクも懸念さ

れており、なお不透明な状況が続いております。

　この様な状況の下、当社が属するジュエリー業界におきましても、低調な個人消費の影響により厳しい状況は変

わりませんが、上半期における取引先の在庫逼迫状態解消によるスポット的なジュエリーパーツ製品の受注増加に

加え、既存顧客からの底堅い受注及び新規顧客からの受注獲得により、当第３四半期累計期間の売上高は2,208百万

円と増収（前年同期比716百万円 、48.0％増）となりました。

　利益面においては、増販効果により営業利益は68百万円（前年同期比84百万円増）、経常利益は74百万円（前年

同期比57百万円増）、四半期純利益50百万円（前年同期比42百万円増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ３百万円増の2,393百万円となりました。主な変動は、

売上債権の増加68百万円、棚卸資産の増加184百万円、有形固定資産の増加46百万円、現預金の減少302百万円等に

よるものです。

　当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べ33百万円減の1,093百万円となりました。主な変動は、支

払手形及び買掛金の減少21百万円、長期借入金の減少60百万円、未払法人税・消費税の増加３百万円、未払金・未

払費用の増加31百万円、賞与引当金の増加３百万円等によるものです。

　当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ36百万円増加の1,299百万円となりました。主な変動

は、四半期純利益50百万円の計上による増加及び配当金の支払14百万円による減少等によるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

①業績予想

2021年９月10日に発表いたしました「通期業績予想修正に関するお知らせ」において発表した通期の業績予想に

変更ありません。

②配当予想

期末配当予想については、2021年3月17日付で発表した配当予想値から変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年１月31日)

当第３四半期会計期間
(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 718,392 416,030

受取手形及び売掛金 365,629 433,572

たな卸資産 702,979 887,405

その他 11,894 20,332

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 1,798,888 1,757,332

固定資産

有形固定資産 379,955 426,242

無形固定資産 20,586 31,142

投資その他の資産

投資有価証券 32,830 33,743

長期未収入金 199,004 199,004

投資不動産 49,120 26,094

繰延税金資産 6,522 16,558

その他 102,436 102,086

貸倒引当金 △199,022 △199,004

投資その他の資産合計 190,893 178,482

固定資産合計 591,435 635,866

資産合計 2,390,323 2,393,199

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 204,097 182,846

短期借入金 543,400 553,500

1年内返済予定の長期借入金 80,640 80,640

未払法人税等 11,777 20,956

その他 105,903 137,069

流動負債合計 945,818 975,011

固定負債

長期借入金 118,530 58,050

役員退職慰労引当金 29,783 31,433

退職給付引当金 23,010 22,537

その他 9,219 6,203

固定負債合計 180,542 118,224

負債合計 1,126,361 1,093,235

純資産の部

株主資本

資本金 602,150 602,150

資本剰余金 509,290 509,290

利益剰余金 181,839 217,226

自己株式 △31,194 △31,218

株主資本合計 1,262,084 1,297,448

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,877 2,515

評価・換算差額等合計 1,877 2,515

純資産合計 1,263,962 1,299,963

負債純資産合計 2,390,323 2,393,199
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2020年２月１日
　至 2020年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年10月31日)

売上高 1,492,275 2,208,470

売上原価 1,243,727 1,822,125

売上総利益 248,547 386,344

販売費及び一般管理費 264,677 317,695

営業利益又は営業損失(△) △16,130 68,648

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 305 235

受取地代家賃 2,814 1,346

為替差益 ― 3,649

助成金収入 33,003 2,220

雑収入 2,618 2,414

営業外収益合計 38,744 9,866

営業外費用

支払利息 3,504 3,478

不動産賃貸原価 515 227

為替差損 1,706 ―

その他 33 464

営業外費用合計 5,760 4,169

経常利益 16,854 74,345

特別利益

投資不動産売却益 ― 2,014

特別利益合計 ― 2,014

特別損失

固定資産除却損 ― 0

特別損失合計 ― 0

税引前四半期純利益 16,854 76,360

法人税等 8,965 26,003

四半期純利益 7,888 50,356
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（３）四半期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。

（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。

（セグメント情報等）

当社は、「ジュエリー事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

　


