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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 21,435 16.8 619 △38.7 449 △42.6 361 △46.4
23年3月期第3四半期 18,350 6.4 1,010 △21.3 782 △31.5 674 △32.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 311百万円 （△44.7％） 23年3月期第3四半期 562百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 36.26 ―
23年3月期第3四半期 67.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 27,262 12,158 44.6
23年3月期 25,451 12,026 47.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  12,157百万円 23年3月期  12,025百万円

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

23年3月期 ― 6.00 ― 9.00 15.00
24年3月期 ― 9.00 ―
24年3月期（予想） 9.00 18.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  無   

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 26,000 3.7 580 △42.9 400 △40.3 300 △50.2 30.09



(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  ：  無  

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表の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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 10,331,546 株 23年3月期 10,331,546 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 361,274 株 23年3月期 361,274 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 9,970,272 株 23年3月期3Q 9,968,615 株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧の動きの中で持ち直してい

るものの、欧州での金融危機の影響による景気下振れ懸念と円高の長期化、雇用情勢への不安から先行き

の見えない状況が続いております。 

当業界におきましても、小売段階では一部年末にかけて需要回復が見られたものの、先行き不安感から

在庫発注は抑制され、製造・卸段階では受注減となりました。また当期後半では貴金属地金相場が、欧州

金融危機の一進一退の状況を映して相場騰落を繰り返す神経質な展開となり、下落警戒感から業界の最大

需要期であるクリスマス商戦向け発注の減少・分散化を生じ、震災後の復興期においても市場環境は不安

定な推移となりました。 

こうした状況のもと、当社グループにおきましては、販路拡大による海外向け販売の増加や素材価値型

地金製品の需要増加などから売上高を伸ばしましたが、長引く円高から海外販売の粗利率は減少し、併せ

て製造面では、震災直後の受注急減と回復期での急増から工場の稼動率平準化が得られず、また不安定な

貴金属地金相場を警戒する取引先の発注の分散化、小ロット化から、生産効率の低下を余儀なくされまし

た。さらにタイでの大規模洪水の発生は、幸い当社グループのタイ製造子会社CHRISTY GEM CO.,LTDに直

接の被害は及ぼしませんでしたが、洪水対策として残業・休日出勤による大幅な前倒し生産を行った結

果、一時的な製造原価の増加を生じました。これらの要因により粗利率は低下しましたが、売上総利益は

前年を上回る実績となりました。 

一方、長期化が予想される円高への今後の対策として、海外製造子会社への営業部門設置を進め、製販

統合型の拠点へと進化させ、また国内営業においても引き続き営業部門の人員増強を行い、国内外の営業

体制の充実を図りました。 

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は214億35百万円(前年同四半期比16.8％増)となりまし

たが、営業機能増強に伴う販売管理費の増加などから営業利益は6億19百万円(前年同四半期比38.7％減)

となり、経常利益は4億49百万円(前年同四半期比42.6％減)、四半期純利益は3億61百万円(前年同四半期

比46.4％減)となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億10百万円増加し272億62百万円と

なりました。主な要因はたな卸資産の増加6億77百万円や、投資その他の資産の増加9億12百万円等による

ものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ16億78百万円増加し151億3百万円となりました。主な要因は短期借入

金の増加17億円、支払手形及び買掛金の増加3億5百万円、長期借入金の減少4億45百万円等によるもので

あります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億32百万円増加し121億58百万円となりました。主な要因は四半期

純利益の増加3億61百万円によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年11月2日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたし

ました通期の連結業績予想から変更はありません。 

なお、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。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

㈱桑山　(7889)　平成24年3月期第3四半期決算短信

2



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)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

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,033,858 3,058,856

受取手形及び売掛金（純額） 3,785,303 4,129,349

商品及び製品 6,467,314 6,867,232

仕掛品 1,145,479 1,352,906

原材料及び貯蔵品 544,856 614,887

繰延税金資産 16,990 9,877

その他 366,351 431,478

流動資産合計 15,360,153 16,464,587

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,109,694 5,099,160

その他（純額） 1,710,619 1,573,228

有形固定資産合計 6,820,313 6,672,389

無形固定資産   

のれん 101,500 77,648

その他 815,909 780,590

無形固定資産合計 917,409 858,238

投資その他の資産 2,354,068 3,266,883

固定資産合計 10,091,792 10,797,511

資産合計 25,451,946 27,262,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,059,192 1,365,120

短期借入金 6,750,000 8,450,000

未払法人税等 23,671 54,289

繰延税金負債 746 －

賞与引当金 78,530 39,820

その他 1,461,564 1,580,110

流動負債合計 9,373,704 11,489,340

固定負債   

長期借入金 3,494,372 3,049,050

繰延税金負債 93,253 81,630

役員退職慰労引当金 439,550 460,274

その他 24,802 23,536

固定負債合計 4,051,977 3,614,492

負債合計 13,425,682 15,103,833
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,529 3,013,529

資本剰余金 2,944,389 2,944,389

利益剰余金 6,182,381 6,364,459

自己株式 △205,624 △205,624

株主資本合計 11,934,675 12,116,753

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 155,791 183,273

繰延ヘッジ損益 1,096 －

為替換算調整勘定 △65,732 △142,195

その他の包括利益累計額合計 91,155 41,078

少数株主持分 431 434

純資産合計 12,026,263 12,158,266

負債純資産合計 25,451,946 27,262,099
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 18,350,936 21,435,514

売上原価 13,947,049 16,847,629

売上総利益 4,403,887 4,587,884

販売費及び一般管理費 3,392,898 3,967,976

営業利益 1,010,988 619,907

営業外収益   

受取利息 4,231 8,720

受取配当金 19,897 27,692

不動産賃貸料 17,856 18,905

デリバティブ評価益 38,871 －

保険解約返戻金 － 22,164

その他 20,893 27,552

営業外収益合計 101,750 105,034

営業外費用   

支払利息 116,335 109,611

為替差損 145,987 100,151

その他 68,154 65,897

営業外費用合計 330,476 275,660

経常利益 782,262 449,282

特別利益   

固定資産売却益 1,116 1,309

投資有価証券売却益 － 2,121

貸倒引当金戻入額 1,357 －

特別利益合計 2,473 3,430

特別損失   

固定資産売却損 3,591 －

固定資産除却損 2,917 645

会員権評価損 － 3,020

その他 11 654

特別損失合計 6,519 4,319

税金等調整前四半期純利益 778,217 448,393

法人税、住民税及び事業税 99,067 80,437

法人税等調整額 5,137 6,410

法人税等合計 104,205 86,848

少数株主損益調整前四半期純利益 674,011 361,545

少数株主利益又は少数株主損失（△） △58 2

四半期純利益 674,070 361,542
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 674,011 361,545

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,351 27,482

繰延ヘッジ損益 0 △1,096

為替換算調整勘定 △103,683 △76,463

その他の包括利益合計 △111,035 △50,077

四半期包括利益 562,976 311,467

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 563,035 311,465

少数株主に係る四半期包括利益 △58 2
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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