
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

     

 

 
(％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３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第３四半期 22,920 6.9 806 30.1 737 64.0 595 64.8
24年３月期第３四半期 21,435 16.8 619 △38.7 449 △42.6 361 △46.4

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 535百万円( 71.9％) 24年３月期第３四半期 311百万円(△44.7％)

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３四半期 59.70 ―
24年３月期第３四半期 36.26 ―

（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３四半期 28,353 12,960 45.7
24年３月期 26,301 12,567 47.8

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 12,960百万円 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 2.7 850 2.7 750 24.7 610 6.4 61.13

(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

（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３Ｑ 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３Ｑ 274,689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３Ｑ 9,978,091株 24年３月期３Ｑ 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長期化する欧州の債務危機問題、世界経済の減速

懸念など不透明な状況が続く中、12月に発足した新政権への期待から円安・株高が進行し変化の兆しが

見えました。しかし個人消費については厳しい雇用情勢のもと節約志向・低価格志向が続き、依然とし

て停滞した状況です。 

当業界におきましても、現在の慎重な消費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では、国内市場におきましては、シェア拡大を目指して営業部門を

増強した結果、グループ各社で着実にその成果を上げ、売上・利益ともに順調に伸長しました。また、

営業増強によるシェア拡大の効果が得られた事から営業効率の改善にも配慮し、人件費を含む販売費及

び一般管理費全般の見直し削減に着手しました。  

一方、海外においても中国の製造子会社、無錫金藤首飾有限公司に新たに設置した製造設備が第３四

半期より稼働し、より付加価値の高い新製品を加えた幅広い品目を中国市場に投入開始しました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は229億2千万円(前年同四半期比6.9％増)、営業利

益は8億6百万円(前年同四半期比30.1％増)となり、経常利益は、前第３四半期連結累計期間に生じた為

替差損が当第３四半期連結累計期間では発生しなかった事などから前年同四半期比で改善し、7億37百

万円(前年同四半期比64.0％増)、当期純利益は5億95百万円(前年同四半期比64.8％増)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資産は、前連結会計年度末に比べ20億51百万円増加し283億53百万円

となりました。主な要因は現金及び預金の増加７億98百万円、たな卸資産の増加14億61百万円や、投資

その他の資産の減少4億82百万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16億58百万円増加し153億92百万円となりました。主な要因は支払

手形及び買掛金の増加2億92百万円、短期借入金の増加8億10百万円、長期借入金の増加3億60百万円等

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3億93百万円増加し129億60百万円となりました。主な要因は利益

剰余金の増加4億4百万円等によるものであります。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年２月１日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

  

  

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、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3四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,707,744 3,506,042

受取手形及び売掛金（純額） 4,340,430 4,342,936

商品及び製品 6,203,243 7,306,499

仕掛品 620,868 995,878

原材料及び貯蔵品 620,936 604,389

繰延税金資産 116,006 144,906

その他 405,521 468,504

流動資産合計 15,014,752 17,369,158

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,098,721 5,101,794

その他（純額） 1,544,438 1,782,059

有形固定資産合計 6,643,159 6,883,853

無形固定資産   

のれん 69,698 45,846

その他 775,536 738,865

無形固定資産合計 845,235 784,712

投資その他の資産 3,798,161 3,315,328

固定資産合計 11,286,556 10,983,894

資産合計 26,301,309 28,353,052

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,093,958 1,386,223

短期借入金 7,270,000 8,080,000

未払法人税等 85,189 145,124

賞与引当金 77,870 64,044

その他 1,538,986 1,713,640

流動負債合計 10,066,005 11,389,032

固定負債   

長期借入金 2,978,076 3,338,792

繰延税金負債 194,281 149,823

役員退職慰労引当金 467,100 486,574

その他 28,414 27,909

固定負債合計 3,667,871 4,003,100

負債合計 13,733,876 15,392,133
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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３四半期連結会計期間 
(平成24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 6,576,314 6,980,978

自己株式 △205,624 △156,344

株主資本合計 12,328,608 12,782,552

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 391,219 317,526

為替換算調整勘定 △152,847 △139,647

その他の包括利益累計額合計 238,371 177,879

少数株主持分 453 486

純資産合計 12,567,433 12,960,919

負債純資産合計 26,301,309 28,353,052
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 21,435,514 22,920,822

売上原価 16,847,629 16,773,975

売上総利益 4,587,884 6,146,847

販売費及び一般管理費 3,967,976 5,340,559

営業利益 619,907 806,287

営業外収益   

受取利息 8,720 13,967

受取配当金 27,692 38,069

不動産賃貸料 18,905 18,155

為替差益 － 7,856

保険解約返戻金 22,164 －

その他 27,552 24,155

営業外収益合計 105,034 102,204

営業外費用   

支払利息 109,611 104,465

為替差損 100,151 －

地金品借料 － 40,325

その他 65,897 26,670

営業外費用合計 275,660 171,461

経常利益 449,282 737,030

特別利益   

固定資産売却益 1,309 1,267

投資有価証券売却益 2,121 －

特別利益合計 3,430 1,267

特別損失   

固定資産売却損 － 11

固定資産除却損 645 1,527

会員権評価損 3,020 －

その他 654 －

特別損失合計 4,319 1,538

税金等調整前四半期純利益 448,393 736,759

法人税、住民税及び事業税 80,437 169,005

法人税等調整額 6,410 △28,024

法人税等合計 86,848 140,981

少数株主損益調整前四半期純利益 361,545 595,778

少数株主利益 2 33

四半期純利益 361,542 595,745
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 361,545 595,778

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 27,482 △73,692

繰延ヘッジ損益 △1,096 －

為替換算調整勘定 △76,463 13,200

その他の包括利益合計 △50,077 △60,491

四半期包括利益 311,467 535,286

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 311,465 535,253

少数株主に係る四半期包括利益 2 33
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成24年11月22日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による自己株式を処分すること

を決議し、平成24年12月７日付で普通株式86,700株を処分いたしました。この結果、当第３四半期連結

累計期間において利益剰余金が11,617千円減少、自己株式が49,332千円減少し、当第３四半期連結会計

期間末において利益剰余金は6,980,978千円、自己株式は156,344千円となっております。 

  

（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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