
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

 

     

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 8,308 25.7 306 268.4 318 443.8 229 1,197.5
25年３月期第１四半期 6,610 9.7 83 △0.4 58 △37.2 17 △59.8

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 454百万円( 786.3％) 25年３月期第１四半期 51百万円(△57.5％)

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

26年３月期第１四半期 22.82 ―
25年３月期第１四半期 1.77 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 29,026 13,811 47.6
25年３月期 27,103 13,446 49.6

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 13,810百万円 25年３月期 13,446百万円

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

25年３月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
26年３月期 ―

26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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 33,850 3.1 1,020 22.2 940 11.6 800 14.6 79.55

(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 除外 ― 社

（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 ： 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

（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) 26年３月期１Ｑ 10,331,546株 25年３月期 10,331,546株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 274,736株 25年３月期 274,736株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 10,056,810株 25年３月期１Ｑ 9,970,254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連結財務諸表のレビュー手続き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
「１.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結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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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国での緩やかな景気の回復の下で、「アベノミク

ス」による円高修正や株価回復が進み、持ち直しの動きが続いております。しかし、先行きについては、

欧州債務危機問題の長期化や新興国での経済成長の鈍化などの下振れリスクによる影響も懸念されており

ます。 

当業界におきましては、個人消費の持ち直しに伴い、高額品市場での部分的な回復に続き、ファッショ

ンジュエリー市場でもやや回復の兆しが見え、年末の商盛期に向けての持続的な回復が期待される状況と

なりました。 

当社グループにおきましては、こうした環境変化を捉え、国内市場では積極的な営業活動と技術・デザ

インで差別化された製品の提案によりシェアを拡げ、着実に成果を上げました。  

  また海外市場では中国市場への深耕を進め、当社グループの国内・海外の営業拠点からの多面的な販売

活動と、設備投資を終えた中国の製造拠点からの製品供給により、大幅に販売を増加しております。 

一方、前期まで営業力増強のために人員の強化、設備投資を先行的に行いましたので、今期では徐々に

その効果が得られ、収益力が改善するものと期待しております。 

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は83億8百万円(前年同四半期比25.7％増)となり、営業

利益は3億6百万円(前年同四半期比268.4％増)、経常利益は3億18百万円(前年同四半期比443.8％増)、四

半期純利益は2億29百万円(前年同四半期比1,197.5%増)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19億22百万円増加し290億26百万円と

なりました。主な要因はたな卸資産の増加25億84百万円、受取手形及び売掛金の減少2億38百万円、流動

資産その他の減少1億79百万円、投資その他の資産の減少2億66百万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15億58百万円増加し152億15百万円となりました。主な要因は支払手

形及び買掛金の増加2億94百万円や、短期借入金の増加11億20百万円、流動負債その他の増加1億2百万円

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3億64百万円増加し138億11百万円となりました。主な要因は四半期

純利益の計上2億29百万円、為替換算調整勘定の増加1億88百万円、その他有価証券評価差額金の増加37百

万円、配当金の支払90百万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25年5月15日の「平成25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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,143,912 2,977,063

受取手形及び売掛金（純額） 5,096,135 4,857,433

商品及び製品 6,136,000 7,310,781

仕掛品 523,277 1,828,743

原材料及び貯蔵品 759,511 863,954

繰延税金資産 181,693 190,109

その他 586,866 407,585

流動資産合計 16,427,398 18,435,671

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,114,961 5,131,640

その他（純額） 1,869,259 2,059,806

有形固定資産合計 6,984,220 7,191,447

無形固定資産   

のれん 37,895 29,945

その他 745,551 727,774

無形固定資産合計 783,447 757,720

投資その他の資産 2,908,475 2,641,561

固定資産合計 10,676,143 10,590,729

資産合計 27,103,541 29,026,401

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,341,490 1,635,509

短期借入金 6,550,000 7,670,000

未払法人税等 181,775 140,134

賞与引当金 84,000 145,711

その他 1,804,433 1,906,800

流動負債合計 9,961,700 11,498,156

固定負債   

長期借入金 2,917,926 2,825,552

繰延税金負債 256,870 277,154

役員退職慰労引当金 493,900 485,225

その他 26,437 129,210

固定負債合計 3,695,134 3,717,141

負債合計 13,656,834 15,215,298
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 7,083,367 7,222,375

自己株式 △156,368 △156,368

株主資本合計 12,884,917 13,023,925

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 534,288 571,502

為替換算調整勘定 27,032 215,169

その他の包括利益累計額合計 561,320 786,671

少数株主持分 469 506

純資産合計 13,446,707 13,811,103

負債純資産合計 27,103,541 29,026,401
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,610,529 8,308,132

売上原価 5,032,127 5,879,774

売上総利益 1,578,401 2,428,357

販売費及び一般管理費 1,495,165 2,121,729

営業利益 83,236 306,628

営業外収益   

受取利息 453 2,795

受取配当金 25,659 24,977

不動産賃貸料 6,103 5,808

為替差益 － 14,213

その他 5,137 9,209

営業外収益合計 37,354 57,002

営業外費用   

支払利息 35,560 30,268

為替差損 10,888 －

地金品借料 12,523 9,756

その他 3,028 4,972

営業外費用合計 62,000 44,997

経常利益 58,590 318,633

特別利益   

固定資産売却益 1,267 3,006

特別利益合計 1,267 3,006

特別損失   

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 16 21

特別損失合計 28 21

税金等調整前四半期純利益 59,829 321,618

法人税、住民税及び事業税 39,655 99,891

法人税等調整額 2,551 △7,830

法人税等合計 42,207 92,061

少数株主損益調整前四半期純利益 17,622 229,556

少数株主利益又は少数株主損失（△） △66 37

四半期純利益 17,689 229,519
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 17,622 229,556

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △91,493 37,213

為替換算調整勘定 125,196 188,137

その他の包括利益合計 33,702 225,350

四半期包括利益 51,325 454,907

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 51,391 454,870

少数株主に係る四半期包括利益 △66 37
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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）四半期連結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）

（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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