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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） 

（注） 平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 4,679 △1.0 116 △39.6 127 7.4 125 68.4
24年3月期第3四半期 4,726 ― 193 ― 118 ― 74 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 117百万円 （107.7％） 24年3月期第3四半期 56百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 28.32 ―
24年3月期第3四半期 16.82 ―

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 8,049 3,107 38.6
24年3月期 7,692 3,016 39.2
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,107百万円 24年3月期  3,016百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ― 3.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 6.00

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）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 6,050 △5.1 135 △35.1 93 △29.1 78 △5.2 17.83



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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P.3「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） 

※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ますが、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きは終了しております。 

※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、 
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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 4,478,560 株 24年3月期 4,478,560 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 55,210 株 24年3月期 55,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,423,350 株 24年3月期3Q 4,423,350 株
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧州危機に端を発した世界経済の落ち込み、中

国などの新興国の成長鈍化、今後、実施される予定の消費増税に対する心理的抵抗感などにより、個人

消費は低迷しており、政権交代にともなうデフレ脱却の期待感は高まるものの、国内経済の見通しは依

然として不透明であります。 

宝飾業界においても、概ね国内景気の動向を反映した情勢となっており不透明感は増しております。 

このような状況にあって、当社グループは引き続き催事関係を営業活動の中心にすえて取引先ととも

に集客増を図り販売促進活動にも積極的に取り組んで参りました。しかしながら、卸売関係の売上は低

迷し、前年同四半期を上回ることはできませんでした。売上総利益率は上昇いたしましたが、催事等の

販売促進費等が増大したことにより営業利益におきましては、前年同四半期を大きく下回ってしまいま

した。経常利益につきましては、急激な円安にともなう為替差益の発生、借入内容の改善による支払利

息の減少等により増益となりました。前年同四半期に計上していた特別損失が当第３四半期においては

発生しなかった事により四半期純利益は大きく改善いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,679百万円（前年同四半期比1.0％減）、営業利益

は116百万円（前年同四半期比39.6％減）、経常利益は127百万円（前年同四半期比7.4％増）、四半期

純利益は125百万円（前年同四半期比68.4％増）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ356百万円増の8,049百万円とな

りました。主な変動は、受取手形及び売掛金の増加252百万円、商品の増加146百万円等であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ265百万円増の4,941百万円となり

ました。主な変動は、長期借入金の増加533百万円、短期借入金の減少336百万円等であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ90百万円増の3,107百万円とな

りました。主な変動は、利益剰余金の増加98百万円、その他有価証券評価差額金の減少7百万円等で

あります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年５月 15 日発表「平成 24 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において発表した連

結業績予想に変更ありません。 
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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 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

（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） 

当社は、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日以降に取得した

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。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

東京貴宝㈱(7597) 平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



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 1,012,892 889,644

受取手形及び売掛金 1,862,638 2,115,269

商品 2,704,879 2,851,306

その他 69,226 86,120

貸倒引当金 △116,237 △39,073

流動資産合計 5,533,399 5,903,267

固定資産   

有形固定資産 388,796 389,923

無形固定資産 1,719 1,719

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,605,365 1,597,574

その他 210,790 285,886

貸倒引当金 △47,249 △129,361

投資その他の資産合計 1,768,906 1,754,099

固定資産合計 2,159,421 2,145,743

資産合計 7,692,821 8,049,010

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 429,722 434,823

短期借入金 3,241,698 2,905,319

未払法人税等 10,796 7,004

返品調整引当金 2,288 1,647

その他 182,418 195,088

流動負債合計 3,866,923 3,543,883

固定負債   

社債 90,000 140,000

長期借入金 520,685 1,053,925

退職給付引当金 59,860 63,621

その他 139,012 140,261

固定負債合計 809,557 1,397,807

負債合計 4,676,480 4,941,691
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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 636,606 636,606

資本剰余金 504,033 504,033

利益剰余金 1,891,439 1,990,186

自己株式 △27,307 △27,307

株主資本合計 3,004,771 3,103,518

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,427 19,901

為替換算調整勘定 △15,858 △16,101

その他の包括利益累計額合計 11,568 3,800

純資産合計 3,016,340 3,107,319

負債純資産合計 7,692,821 8,049,010
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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 4,726,155 4,679,526

売上原価 3,627,213 3,529,987

売上総利益 1,098,941 1,149,538

返品調整引当金戻入額 3,289 2,806

返品調整引当金繰入額 2,991 2,165

差引売上総利益 1,099,239 1,150,179

販売費及び一般管理費   

販売促進費 244,271 297,109

旅費及び交通費 102,891 119,239

役員報酬 46,331 47,510

従業員給料 252,428 287,611

法定福利費 43,038 52,226

退職給付費用 17,278 12,302

貸倒引当金繰入額 12,141 5,108

その他 187,341 212,097

販売費及び一般管理費合計 905,722 1,033,207

営業利益 193,516 116,971

営業外収益   

受取利息 1,442 792

受取配当金 1,798 2,586

不動産賃貸料 116,434 126,243

その他 4,240 17,240

営業外収益合計 123,915 146,863

営業外費用   

支払利息 66,145 59,370

不動産賃貸原価 65,454 49,710

その他 67,079 27,256

営業外費用合計 198,679 136,336

経常利益 118,753 127,498

特別利益   

保険解約返戻金 1,832 －

特別利益合計 1,832 －

特別損失   

固定資産除却損 1,746 880

訴訟和解金 39,400 －

特別損失合計 41,146 880

税金等調整前四半期純利益 79,439 126,618

法人税等 5,020 1,330

少数株主損益調整前四半期純利益 74,418 125,287

四半期純利益 74,418 125,287
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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 74,418 125,287

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △950 △7,526

為替換算調整勘定 △16,896 △242

その他の包括利益合計 △17,847 △7,768

四半期包括利益 56,570 117,518

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56,570 117,518

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（５）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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