
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

         

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 14,107 3.9 274 △7.8 175 △30.9 86 △52.9
24年３月期第２四半期 13,584 18.5 297 △53.0 253 △44.4 184 △50.9

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △49百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 193百万円(△10.7％)

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２四半期 8.71 ―
24年３月期第２四半期 18.47 ―

（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２四半期 27,902 12,428 44.5
24年３月期 26,301 12,567 47.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 12,428百万円 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 ― 9.00

25年３月期(予想) ― 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(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 ： 無

（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)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。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２Ｑ 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２Ｑ 361,389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２Ｑ 9,970,236株 24年３月期２Ｑ 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務危機問題、中国をはじめとする新興国

の経済減速懸念、円高の長期化、近隣諸国との外交問題等の影響により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、百貨店での高額商品販売など一部に好転の兆しが見えるものの、現在のトレ

ンドを反映して宝飾品の購買意欲は弱含んでおり、流通段階でも在庫投資に慎重な姿勢が続いておりま

す。 

こうした状況のもと、当社グループにおきましては、国内ではシェア拡大に注力し、ブライダル市

場、素材価値型市場などを中心に着実にシェアを拡げて売上を伸ばし、また製造面でも昨年の震災の影

響による生産効率低下からの回復によりコスト改善し、売上総利益を大幅に伸ばしました。さらに営業

部門を中心とする大幅な人員増強を行い、年末商盛期へ向けての一層のシェア拡大を目指しておりま

す。 

一方、海外展開も順調に進捗し、海外での営業部門の強化に続き、中国の製造子会社である無錫金藤

首飾有限公司に製造機械の設備投資を行い中国市場への供給力を増強し、同地での売上拡大を目指して

おります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は141億7百万円(前年同四半期比3.9％増)となりま

したが、国内外での営業機能増強に伴う販売費及び一般管理費の増加などから営業利益は2億74百万円

(前年同四半期比7.8％減)となり、経常利益は1億75百万円(前年同四半期比30.9％減)、四半期純利益は

86百万円(前年同四半期比52.9％減)となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ16億1百万円増加し279億2百万円と

なりました。主な要因はたな卸資産の増加20億25百万円や、投資その他の資産の減少4億13百万円等に

よるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ17億40百万円増加し154億74百万円となりました。主な要因は短期

借入金の増加11億70百万円、長期借入金の増加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1億38百万円減少し124億28百万円となりました。主な要因はその

他有価証券評価差額金の減少1億58百万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。 

  

(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) 

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２四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
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,707,744 2,604,485

受取手形及び売掛金（純額） 4,340,430 4,275,668

商品及び製品 6,203,243 7,133,542

仕掛品 620,868 1,682,717

原材料及び貯蔵品 620,936 654,420

繰延税金資産 116,006 105,682

その他 405,521 424,067

流動資産合計 15,014,752 16,880,584

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,098,721 5,100,477

その他（純額） 1,544,438 1,730,486

有形固定資産合計 6,643,159 6,830,964

無形固定資産   

のれん 69,698 53,797

その他 775,536 753,111

無形固定資産合計 845,235 806,908

投資その他の資産 3,798,161 3,384,397

固定資産合計 11,286,556 11,022,270

資産合計 26,301,309 27,902,854

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,093,958 1,058,094

短期借入金 7,270,000 8,440,000

未払法人税等 85,189 104,673

賞与引当金 77,870 81,730

その他 1,538,986 1,756,993

流動負債合計 10,066,005 11,441,491

固定負債   

長期借入金 2,978,076 3,423,359

繰延税金負債 194,281 102,886

役員退職慰労引当金 467,100 479,249

その他 28,414 27,374

固定負債合計 3,667,871 4,032,870

負債合計 13,733,876 15,474,361
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 6,573,441

自己株式 △205,624 △205,676

株主資本合計 12,328,608 12,325,683

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 391,219 233,159

為替換算調整勘定 △152,847 △130,777

その他の包括利益累計額合計 238,371 102,381

少数株主持分 453 428

純資産合計 12,567,433 12,428,492

負債純資産合計 26,301,309 27,902,854
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 13,584,061 14,107,439

売上原価 10,729,961 10,583,664

売上総利益 2,854,100 3,523,775

販売費及び一般管理費 2,556,701 3,249,511

営業利益 297,399 274,263

営業外収益   

受取利息 5,623 3,340

受取配当金 18,948 28,150

不動産賃貸料 12,881 12,020

デリバティブ評価益 5,200 －

保険解約返戻金 22,164 －

その他 19,684 8,197

営業外収益合計 84,502 51,709

営業外費用   

支払利息 72,699 73,859

為替差損 15,936 43,015

地金品借料 25,456 21,783

その他 14,254 12,198

営業外費用合計 128,346 150,856

経常利益 253,554 175,116

特別利益   

固定資産売却益 1,394 1,267

投資有価証券売却益 2,121 －

特別利益合計 3,516 1,267

特別損失   

固定資産売却損 － 11

固定資産除却損 12 318

特別損失合計 12 329

税金等調整前四半期純利益 257,057 176,054

法人税、住民税及び事業税 66,625 78,803

法人税等調整額 6,216 10,417

法人税等合計 72,842 89,220

少数株主損益調整前四半期純利益 184,215 86,833

少数株主損失（△） △27 △25

四半期純利益 184,243 86,859
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 184,215 86,833

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,215 △158,060

繰延ヘッジ損益 △1,096 －

為替換算調整勘定 14,127 22,070

その他の包括利益合計 8,814 △135,990

四半期包括利益 193,030 △49,156

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 193,058 △49,131

少数株主に係る四半期包括利益 △27 △25
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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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