
   

  平成30年12月14日 

各  位 会社名 東京貴宝株式会社 

 代表者 代表取締役社長 政木 喜仁 

 （コード番号 7597） 

 問合せ先 執行役員管理部長 染 未良生 

 （TEL 03-3834-6261） 

 

(訂正)「平成28年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 

 

当社は、平成27年11月６日に開示いたしました「平成28年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連

結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（平成30年12月14日）付「過年度に係る有価証券報告書

等の訂正報告書の提出及び過年度に係る決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますの

でご参照ください。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には  を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記訂正事項

については、訂正後のみ全文を記載しております。 

 

 

以上 



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成27年11月6日 
  

上場会社名 東京貴宝株式会社 上場取引所   東
コード番号 7597 URL http://www.tokyokiho.com 
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中川 千秋  
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（百万円未満切捨て） 

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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 
親会社株主に帰属する四 

半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年3月期第2四半期 2,976 △1.5 24 △64.2 13 △84.7 7 △92.0 

27年3月期第2四半期 3,020 △8.0 69 △7.7 89 25.8 88 27.1 
 
（注）包括利益   28年3月期第2四半期 4百万円 （△94.9％）  27年3月期第2四半期 80百万円 （△5.6％） 

 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 

28年3月期第2四半期 1.59 ― 
27年3月期第2四半期 19.93 ― 

 

(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 ％ 

28年3月期第2四半期 7,999 3,324 41.6 
27年3月期 7,771 3,338 43.0 
（参考）自己資本    28年3月期第2四半期 3,324百万円    27年3月期 3,338百万円 

 

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 

27年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 
28年3月期 ― 4.00    
28年3月期（予想）   ― 4.00 8.00 
 
（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28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 
親会社株主に帰属する 

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 5,921 △0.9 27 △72.7 36 △74.8 28 △82.5 6.56 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

 

  



※ 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 ： 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 

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 ： 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） 28年3月期2Q 4,478,560 株 27年3月期 4,478,560 株 
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 56,235 株 27年3月期 56,235 株 
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 4,422,325 株 27年3月期2Q 4,422,325 株 

 
※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査 
手続は終了していません。 
 
※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「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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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用及び所得状況に改善が見られ、景

気は緩やかな回復基調となりましたが、中国等新興国経済の減速による株価推移の影響などにより引き

続き先行き不透明な状況です。 

宝飾業界においては、インバウンド消費により一部好調な企業もあるものの、依然として厳しい状況

が続いております。 

このような状況にあって、当社グループは従来通り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。売上高は前年と同水準で推移し前

年を若干下回りましたが、自社ブランドの売上が好調なことにより売上総利益率が 0.8 ポイント上昇い

たしました。しかし、海外子会社において回収懸念先が発生し、貸倒引当金36百万円を計上したことに

より、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益の各段階で前期を大きく下回ってしま

いました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 2,976 百万円（前年同四半期比 1.5％減）、営業利

益は24百万円（前年同四半期比64.2％減）、経常利益は13百万円（前年同四半期比84.7％減）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は7百万円（前年同四半期比92.0％減）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２四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228百万円増の7,999百万円と

なりました。 

主な変動は、商品の増加73百万円、受取手形及び売掛金の増加61百万円等であります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ242百万円増の4,675百万円とな

りました。 

主な変動は、短期借入金の増加199百万円、支払手形及び買掛金の増加139百万円、長期借入金の

減少86百万円等であります。 

（純資産） 

当第２四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13百万円減の3,324百万円と

なりました。 

主な変動は、繰越利益剰余金の減少10百万円等であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成 27 年５月 15 日発表「平成 28 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を変更いたしております。 

詳細につきましては、本日（平成 27 年 11 月６日）公表いたしました「平成 28 年３月期第２四半期

累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関

する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益

等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間に

ついては、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 951,393 982,857

受取手形及び売掛金 1,801,093 1,862,462

商品 2,863,119 2,936,546

その他 87,396 103,145

貸倒引当金 △65,532 △101,412

流動資産合計 5,637,470 5,783,599

固定資産

有形固定資産 401,750 401,834

無形固定資産 2,097 2,051

投資その他の資産

投資不動産（純額） 1,540,731 1,528,738

その他 243,833 338,248

貸倒引当金 △54,735 △54,730

投資その他の資産合計 1,729,830 1,812,256

固定資産合計 2,133,677 2,216,142

資産合計 7,771,147 7,999,742

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 328,579 468,423

短期借入金 2,319,312 2,519,032

未払法人税等 8,117 11,724

返品調整引当金 1,837 1,779

その他 149,707 151,788

流動負債合計 2,807,553 3,152,747

固定負債

社債 90,000 70,000

長期借入金 1,335,717 1,249,542

退職給付に係る負債 50,374 57,120

その他 149,438 145,898

固定負債合計 1,625,529 1,522,561

負債合計 4,433,083 4,675,308

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 2,169,384 2,158,744

自己株式 △27,588 △27,588

株主資本合計 3,282,435 3,271,794

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,310 28,653

為替換算調整勘定 22,318 23,985

その他の包括利益累計額合計 55,629 52,639

純資産合計 3,338,064 3,324,433

負債純資産合計 7,771,147 7,999,742
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 3,020,993 2,976,351

売上原価 2,254,621 2,196,779

売上総利益 766,371 779,572

返品調整引当金戻入額 2,453 1,837

返品調整引当金繰入額 2,192 1,779

差引売上総利益 766,632 779,630

販売費及び一般管理費

販売促進費 228,104 229,618

旅費及び交通費 83,383 83,327

役員報酬 32,450 32,801

従業員給料 184,653 186,720

法定福利費 34,186 35,540

退職給付費用 3,571 11,632

貸倒引当金繰入額 △17,698 35,875

その他 148,399 139,181

販売費及び一般管理費合計 697,050 754,698

営業利益 69,582 24,932

営業外収益

受取利息 90 699

受取配当金 3,853 4,144

不動産賃貸料 85,491 79,171

受取手数料 5,551 6,498

その他 15,153 4,853

営業外収益合計 110,139 95,368

営業外費用

支払利息 30,328 27,976

コミットメントフィー 14,195 31,369

不動産賃貸原価 41,737 44,011

その他 3,752 3,178

営業外費用合計 90,013 106,537

経常利益 89,708 13,763

特別利益

投資不動産売却益 230 -

特別利益合計 230 -

税金等調整前四半期純利益 89,939 13,763

法人税等 1,819 6,714

四半期純利益 88,119 7,049

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 88,119 7,049
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 88,119 7,049

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,470 △4,657

為替換算調整勘定 △3,593 1,666

その他の包括利益合計 △8,063 △2,990

四半期包括利益 80,056 4,058

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 80,056 4,058

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 89,939 13,763

減価償却費 21,778 21,401

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,698 35,875

受取利息及び受取配当金 △3,943 △4,844

支払利息 30,328 27,976

為替差損益（△は益） △12,612 △1,452

売上債権の増減額（△は増加） 103,285 △56,499

たな卸資産の増減額（△は増加） △187,499 △71,034

仕入債務の増減額（△は減少） △128,683 136,274

その他 △96,334 △5,025

小計 △201,440 96,435

利息及び配当金の受取額 3,936 4,256

利息の支払額 △30,634 △28,795

法人税等の支払額 △4,032 △5,332

営業活動によるキャッシュ・フロー △232,170 66,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △21,000 △21,000

定期預金の払戻による収入 30,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △11,475 △9,290

投資有価証券の取得による支出 △6,056 △6,371

投資不動産の取得による支出 △16,512 △488

投資不動産の売却による収入 11,549 -

貸付けによる支出 △400 △95,975

貸付金の回収による収入 666 1,659

その他 △3,209 342

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,438 △101,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,133,370 1,917,560

短期借入金の返済による支出 △2,149,420 △1,761,960

長期借入れによる収入 580,000 135,000

長期借入金の返済による支出 △219,427 △180,855

社債の償還による支出 △50,000 △20,000

配当金の支払額 △17,715 △17,969

財務活動によるキャッシュ・フロー 276,807 71,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,029 3,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,227 40,459

現金及び現金同等物の期首残高 874,668 857,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 907,896 897,908
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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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