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(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第１四半期 6,610 9.7 83 △0.4 58 △37.2 17 △59.8
24年３月期第１四半期 6,027 7.3 83 △72.8 93 △74.2 44 △85.4

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 51百万円(△57.5％) 24年３月期第１四半期 120百万円(△46.5％)

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

25年３月期第１四半期 1.77 ―
24年３月期第１四半期 4.41 ―

四半期連結経営成績に関する注記

（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 ％

25年３月期第１四半期 27,582 12,529 45.4
24年３月期 26,301 12,567 47.8

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 12,528百万円 24年３月期 12,566百万円

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

24年３月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 9.00 ― 9.00 18.00

(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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 30,000 2.7 650 △21.5 630 4.7 580 1.2 58.17

(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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 無

(注) 詳細は添付資料３ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会
計処理の適用」をご覧ください。

（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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注) 第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項(３)会計方
針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 25年３月期１Ｑ 10,331,546株 24年３月期 10,331,546株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 361,294株 24年３月期 361,274株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 9,970,254株 24年３月期１Ｑ 9,970,272株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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いては、添付資料２ページ「１.当四半期決算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」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として、緩やか

に回復しつつあるものの、欧州政府債務危機などによる景気下振れ懸念と円高の長期化、依然として厳

しい雇用情勢など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、小売段階では需要回復が見られるものの、デフレ傾向や素材価格の騰落な

ど、市場環境の不透明感から、在庫投資には慎重な姿勢が続き、業界全体ではまだ回復に至らない状況

に留まっております。  

こうした状況のもと、当社グループにおきましては、需要回復の見られるブライダル市場、素材価値

型市場、通販市場などで着実にシェアを獲ることで売上高を伸ばし、また製造面でも昨年の震災やタイ

での洪水の影響による生産効率低下が回復して粗利率も改善し、売上総利益を大幅に増加する事ができ

ました。また国内市場シェアを今後さらに拡大するため、営業部門を中心とする大幅な人員増強を実施

し、各市場セグメントの特性に応じてきめ細かく、且つ力強く攻める組織体制を構築いたしました。 

一方、海外展開も弛まず推進し、海外子会社における営業部門の強化に加えて当第1四半期連結累計

期間には機械設備の増強に着手し、現地での製品供給力の大幅な拡大を目指してまいります。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は66億10百万円(前年同四半期比9.7％増)となり、

営業利益は人員増強に伴う販売費及び一般管理費の増加から前年同四半期とほぼ同じ83百万円(前年同

四半期比0.4％減)となり、経常利益は、前第１四半期連結累計期間に保険契約見直しによる清算金収

入、デリバティブ評価益などの一時的な営業外収益が生じていたため、58百万円(前年同四半期比

37.2％減)となり、四半期純利益は17百万円(前年同四半期比59.8％減)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ12億81百万円増加し275億82百万円

となりました。主な要因はたな卸資産の増加30億63百万円、受取手形及び売掛金の減少6億79百万円、

投資その他の資産の減少12億31百万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13億20百万円増加し150億53百万円となりました。主な要因は支払

手形及び買掛金の増加3億31百万円や、短期借入金の増加2億30百万円、長期借入金の増加6億30百万円

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38百万円減少し125億29百万円となりました。主な要因は四半期

純利益の増加17百万円、為替換算調整勘定の増加1億25百万円、その他有価証券評価差額金の減少91百

万円、配当金の支払89百万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24年5月17日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました

通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

  

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
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微です。 

  

  

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

（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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,707,744 2,867,198

受取手形及び売掛金（純額） 4,340,430 3,660,993

商品及び製品 6,203,243 7,347,649

仕掛品 620,868 2,584,005

原材料及び貯蔵品 620,936 576,706

繰延税金資産 116,006 113,971

その他 405,521 320,998

流動資産合計 15,014,752 17,471,523

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,098,721 5,108,377

その他（純額） 1,544,438 1,612,346

有形固定資産合計 6,643,159 6,720,724

無形固定資産   

のれん 69,698 61,747

その他 775,536 762,719

無形固定資産合計 845,235 824,466

投資その他の資産 3,798,161 2,566,251

固定資産合計 11,286,556 10,111,442

資産合計 26,301,309 27,582,966

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,093,958 1,425,854

短期借入金 7,270,000 7,500,000

未払法人税等 85,189 64,363

賞与引当金 77,870 116,270

その他 1,538,986 1,691,684

流動負債合計 10,066,005 10,798,172

固定負債   

長期借入金 2,978,076 3,608,578

繰延税金負債 194,281 146,499

役員退職慰労引当金 467,100 471,925

その他 28,414 28,771

固定負債合計 3,667,871 4,255,774

負債合計 13,733,876 15,053,947
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 6,576,314 6,504,271

自己株式 △205,624 △205,632

株主資本合計 12,328,608 12,256,557

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 391,219 299,725

為替換算調整勘定 △152,847 △27,651

その他の包括利益累計額合計 238,371 272,074

少数株主持分 453 386

純資産合計 12,567,433 12,529,018

負債純資産合計 26,301,309 27,582,966
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,027,993 6,610,529

売上原価 4,659,787 5,032,127

売上総利益 1,368,206 1,578,401

販売費及び一般管理費 1,284,617 1,495,165

営業利益 83,589 83,236

営業外収益   

受取利息 1,293 453

受取配当金 17,906 25,659

不動産賃貸料 6,739 6,103

デリバティブ評価益 11,910 －

保険解約返戻金 22,164 －

その他 11,140 5,137

営業外収益合計 71,154 37,354

営業外費用   

支払利息 35,962 35,560

為替差損 8,119 10,888

地金品借料 13,409 12,523

その他 3,917 3,028

営業外費用合計 61,409 62,000

経常利益 93,333 58,590

特別利益   

固定資産売却益 1,464 1,267

投資有価証券売却益 2,121 －

特別利益合計 3,585 1,267

特別損失   

固定資産売却損 － 11

固定資産除却損 － 16

特別損失合計 － 28

税金等調整前四半期純利益 96,919 59,829

法人税、住民税及び事業税 48,950 39,655

法人税等調整額 3,925 2,551

法人税等合計 52,875 42,207

少数株主損益調整前四半期純利益 44,043 17,622

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △66

四半期純利益 44,040 17,689
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 44,043 17,622

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 24,027 △91,493

繰延ヘッジ損益 △1,096 －

為替換算調整勘定 53,682 125,196

その他の包括利益合計 76,613 33,702

四半期包括利益 120,657 51,325

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 120,653 51,391

少数株主に係る四半期包括利益 3 △66
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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

㈱桑山 (7889) 平成25年3月期 第1四半期決算短信

8


	４４期第1Qさまり
	さまりいがい
	文章
	財務諸表
	継続企業株主資本




