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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第２四半期 16,363 △3.6 702 16.5 730 31.4 493 44.0

26年３月期第２四半期 16,972 20.3 602 119.7 555 217.5 342 294.9

(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 451 百万円 (△25.3％) 26年３月期第２四半期 604 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

27年３月期第２四半期 49.10 ―

26年３月期第２四半期 34.10 ―
　

（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 ％

27年３月期第２四半期 30,703 14,771 48.1

26年３月期 27,623 14,410 52.2

(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 14,771 百万円 　26年３月期 14,410 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

26年３月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00

27年３月期 ― 9.00

27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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 37,800 5.5 1,520 4.0 1,350 4.2 825 3.1 82.03
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 27年３月期２Ｑ 10,331,546株 26年３月期 10,331,546株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 274,776株 26年３月期 274,776株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 10,056,770株 26年３月期２Ｑ 10,056,810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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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善のなかで緩やかな景気回復基調が続い

ておりますが、消費税率引上げに伴う影響や天候不順などから消費者マインドの持ち直しにやや足踏みが見られて

おります。海外においては、中国での景気拡大テンポは鈍化しているものの、米国の景気は回復基調にあり、世界

の景気は緩やかに回復しています。

当業界におきましては、上述の消費者マインドの弱まりから、百貨店や専門店での中高級品の販売は苦戦が続く

一方、ブライダル市場やファッションジュエリー市場では復調が見られ回復にばらつきがあります。また今後は、

円安の進行による輸入素材価格の上昇や、消費税率引上げによる影響の長期化懸念などの下振れリスクもあります。

しかし貴金属地金相場の安値安定などの好材料もあり、クリスマスの最大需要期に向かってはファッションジュエ

リー市場を中心とする回復が見込まれております。

当社グループにおきましては、第２四半期会計期間では回復軌道に復し、国内市場での売上高も前年比で増加し、

海外市場での販売も伸長しました。しかし第１四半期会計期間での増税影響などによる売上減少から上半期通期で

の売上高は前年比でやや減少となりました。一方、利益面では当社グループの開発力を生かした付加価値の高い新

製品の提案、新規販路向け販売の増加から収益性が改善され、売上総利益以下の各段階での利益高を加増しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は163億63百万円(前年同四半期比3.6％減)となりましたが、営

業利益は7億2百万円(前年同四半期比16.5％増)となり、経常利益は為替差益の発生などにより7億30百万円(前年同

四半期比31.4％増)となり、当期純利益は4億93百万円(前年同四半期比44.0％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

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30億79百万円増加し307億3百万円となりました。

主な要因は投資その他の資産の増加12億58百万円、たな卸資産の増加12億54百万円、受取手形及び売掛金の増加3億

27百万円、流動資産その他の増加1億89百万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27億18百万円増加し159億31百万円となりました。主な要因は短期借入金の増加

28億40百万円、支払手形及び買掛金の増加4億15百万円や長期借入金の減少3億14百万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3億61百万円増加し147億71百万円となりました。主な要因は四半期純利益の

計上4億93百万円、その他有価証券評価差額金の増加78百万円や為替換算調整勘定の減少1億20百万円、配当金の支

払90百万円等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年５月15日の「平成26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。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,904,578 3,046,788

受取手形及び売掛金（純額） 4,602,512 4,929,830

商品及び製品 6,231,615 7,289,128

仕掛品 1,042,485 1,093,583

原材料及び貯蔵品 1,151,968 1,297,918

繰延税金資産 130,127 124,119

その他 281,285 470,973

流動資産合計 16,344,573 18,252,343

固定資産

有形固定資産

土地 5,131,640 5,128,129

その他（純額） 2,205,952 2,111,900

有形固定資産合計 7,337,593 7,240,029

無形固定資産

のれん 23,969 22,879

その他 713,040 725,032

無形固定資産合計 737,009 747,912

投資その他の資産 3,204,500 4,462,898

固定資産合計 11,279,103 12,450,840

資産合計 27,623,677 30,703,183

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,030,140 1,445,424

短期借入金 8,200,000 11,040,000

未払法人税等 322,363 249,061

賞与引当金 101,100 120,157

その他 1,242,630 1,095,964

流動負債合計 10,896,234 13,950,608

固定負債

長期借入金 1,042,190 727,194

繰延税金負債 228,267 271,965

役員退職慰労引当金 504,950 484,600

その他 541,905 497,209

固定負債合計 2,317,312 1,980,968

負債合計 13,213,547 15,931,577
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26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 7,702,607 8,105,961

自己株式 △156,392 △156,392

株主資本合計 13,504,133 13,907,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 547,322 625,921

為替換算調整勘定 358,674 238,196

その他の包括利益累計額合計 905,996 864,118

純資産合計 14,410,130 14,771,605

負債純資産合計 27,623,677 30,703,183
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 16,972,551 16,363,576

売上原価 12,157,643 11,383,709

売上総利益 4,814,907 4,979,866

販売費及び一般管理費 4,212,220 4,277,805

営業利益 602,687 702,061

営業外収益

受取利息 4,315 2,296

受取配当金 27,471 33,694

不動産賃貸料 11,787 15,549

為替差益 - 34,307

その他 15,233 34,612

営業外収益合計 58,808 120,460

営業外費用

支払利息 67,049 52,257

為替差損 1,968 -

地金品借料 19,826 25,454

その他 16,734 14,070

営業外費用合計 105,579 91,782

経常利益 555,916 730,738

特別利益

固定資産売却益 5,392 -

特別利益合計 5,392 -

特別損失

固定資産売却損 - 6

固定資産除却損 169 32

投資有価証券売却損 - 20

特別損失合計 169 59

税金等調整前四半期純利益 561,138 730,679

法人税、住民税及び事業税 187,801 230,581

法人税等調整額 30,315 6,233

法人税等合計 218,116 236,814

少数株主損益調整前四半期純利益 343,021 493,864

少数株主利益 53 -

四半期純利益 342,968 493,864
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 343,021 493,864

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 28,075 78,599

為替換算調整勘定 233,704 △120,477

その他の包括利益合計 261,780 △41,877

四半期包括利益 604,802 451,986

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 604,748 451,986

少数株主に係る四半期包括利益 53 -

決算短信 （宝印刷）  2014年11月07日 16時14分 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社 桑山(7889) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

7

（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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