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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

(注）当社は、平成20年11月21日開催の臨時株主総会において定款の一部変更を決議し、これに伴い決算期を4月30日から12月31日に変更しております。
この結果、平成20年12月期第1四半期は平成20年5月1日から7月31日まで、平成21年12月期第1四半期は平成21年1月1日から3月31日となりました。この
ため、平成21年12月期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。また、平成20年12月期第1四半期連結会計期間から四半期連結財務諸
表を作成しているため、平成20年12月期第1四半期の対前年同四半期増減率について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 ％

21年12月期第1四半期 1,309 ― △381 ― △379 ― △242 ―

20年12月期第1四半期 1,414 ― 303 ― 307 ― 175 ―

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

21年12月期第1四半期 △2,698.69 ―

20年12月期第1四半期 1,953.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第1四半期 3,546 2,395 67.4 26,555.31
20年12月期 3,532 2,743 77.6 30,433.73

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,390百万円 20年12月期  2,739百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

500.00 ― 1,000.00 1,500.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（注）平成20年12月期に決算期を変更したことにより、第2四半期連結累計期間の対前年同四半期増減率及び通期の対前年増減率については記載してお
りません。 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,900 ― 280 ― 280 ― 149 ― 1,655.19

通期 6,000 ― 600 ― 600 ― 326 ― 3,621.42
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4.  その他 

(1) 期中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) 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  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他 (3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更を参
照してください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」３．連結業績予想に関する定性的情報を参照してください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 90,020株 20年12月期  90,020株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 90,020株 20年12月期第1四半期 90,020株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の景気の減速感に加え、雇用不安などが消費行動にも大

きく影を及ぼしておりました。

　当社グループが仲介を行う着物業界におきましても、消費の低迷はいっそう厳しく、小売では店外催事回数の減少

が、地方産地問屋の経営破たんを引き起こすなど、厳しい状況が続きました。

　このような環境のなか、当社グループは、生産者と消費者を結びつけるというビジネスモデルをいっそう明確にし、

「4ヵ月間無料きもの着付教室」等の修了生対象のプロモーション企画など、潜在需要の掘り起こしに向けた諸施策を

実施してまいりました。

　また、管理面では、引き続き人件費を始めとした支出面を見直しましたが、当第１四半期は、当社グループにとり

まして中核的な事業である「4ヵ月間無料きもの着付教室」春期講座の募集時期にあたり、受講者募集のための広告宣

伝費を計上いたしました。

　なお、当社は平成20年11月21日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を４月30日から12

月31日に変更いたしました。これに伴い、第１四半期はこれまでの５月から７月までの３ヵ月間から、１月から３月

までの３ヵ月間となっております。このため、前年同期との比較分析は行っておりません。　

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は1,309百万円、営業損失は381百万円、経常損失は379

百万円、四半期純損失は242百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して14百万円増加して3,546百万円となり

ました。

　流動資産は、営業未収入金が155百万円減少しましたが、当第１四半期連結累計期間に計上した四半期純損失に対応

する繰延税金資産を計上した結果、流動資産の「その他」が179百万円増加いたしました。結果的には、前連結会計年

度末と比較して１百万円増加し3,071百万円となりました。

　有形・無形固定資産及び投資その他の資産には、特記すべき変動はありません。

　一方、流動負債につきましては、消費者の代金決済の利便性を向上させることを目的に設立した日本和装クレジッ

ト株式会社が、割賦販売斡旋業として「日本和装クレジット」を開始するにあたり当社が300百万円の銀行借入を実行

したことにより、前連結会計年度末と比較して364百万円増加し1,129百万円となりました。

　固定負債には、特記すべき変動はありません。

　純資産につきましては、当第１四半期連結累計期間に計上した四半期純損失242百万円及び配当金の支払108百万円

により利益剰余金が350百万円減少いたしました。この結果、前連結会計年度末と比較して348百万円減少し2,395百万

円となりました。なお、自己資本比率は67.4％であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年２月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）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

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

四半期連結損益計算書の表示方法の変更

　前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「協賛金収入」は、

当第１四半期連結累計期間において、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間

から区分掲記することといたしました。

　なお、前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めておりました「協賛金収入」は158

千円であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,172,413 2,199,236

営業未収入金 391,508 547,079

営業貸付金 61,556 63,421

たな卸資産 27,245 20,520

その他 422,512 243,497

貸倒引当金 △4,062 △3,639

流動資産合計 3,071,173 3,070,116

固定資産   

有形固定資産 117,016 112,935

無形固定資産 5,220 2,072

投資その他の資産   

敷金及び保証金 350,273 344,064

その他 13,277 13,141

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 353,550 347,206

固定資産合計 475,788 462,214

資産合計 3,546,961 3,532,330

負債の部   

流動負債   

営業未払金 111,372 66,179

短期借入金 300,000 －

未払法人税等 2,843 152,753

前受金 289,669 295,570

営業預り金 129,949 28,544

その他 295,771 222,303

流動負債合計 1,129,607 765,351

固定負債 22,250 23,250

負債合計 1,151,857 788,601
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,634 459,634

資本剰余金 336,409 336,409

利益剰余金 1,595,178 1,946,138

株主資本合計 2,391,221 2,742,181

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △712 △2,537

評価・換算差額等合計 △712 △2,537

新株予約権 4,594 4,083

純資産合計 2,395,104 2,743,728

負債純資産合計 3,546,961 3,532,330
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（２）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20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,414,874 1,309,627

売上原価 158,617 274,215

売上総利益 1,256,256 1,035,411

販売費及び一般管理費 953,113 1,416,521

営業利益又は営業損失（△） 303,143 △381,109

営業外収益   

受取利息 229 548

協賛金収入 － 1,185

催事関連収入 2,822 65

その他 1,954 306

営業外収益合計 5,006 2,105

営業外費用   

支払利息 164 12

その他 － 169

営業外費用合計 164 181

経常利益又は経常損失（△） 307,985 △379,184

特別損失   

固定資産除却損 173 38

賃貸借契約解約損 － 1,209

特別損失合計 173 1,248

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

307,812 △380,433

法人税、住民税及び事業税 126,262 6,839

法人税等調整額 5,726 △144,336

法人税等合計 131,989 △137,497

四半期純利益又は四半期純損失（△） 175,823 △242,935
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

307,812 △380,433

減価償却費 3,760 6,415

固定資産除却損 173 38

貸倒引当金の増減額（△は減少） △81 422

受取利息 △229 △548

支払利息 164 12

営業未収入金の増減額（△は増加） △86,812 155,570

営業貸付金の増減額（△は増加） 35,226 1,865

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,344 △6,724

営業未払金の増減額（△は減少） 7,445 45,193

前受金の増減額（△は減少） 161,541 △5,900

営業預り金の増減額（△は減少） △10,214 101,404

その他 △48,219 27,854

小計 364,221 △54,829

利息の受取額 229 548

利息の支払額 △164 △2,230

法人税等の支払額 △192,391 △154,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 171,895 △210,802

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △20,235 △9,747

敷金保証金の増加額 △1,133 △10,663

敷金保証金の減少額 9,250 4,454

その他 △785 △4,071

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,903 △20,028

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 － 300,000

配当金の支払額 △96,718 △97,817

財務活動によるキャッシュ・フロー △96,718 202,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,830 1,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,103 △26,823

現金及び現金同等物の期首残高 2,330,242 2,021,021

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,395,345 1,994,198
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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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）

及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び営業損益の合計額に占めるきもの関連事業の割合が、いずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）

及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

 

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）

及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 

（６）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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６．その他の情報

　[販売の状況]

季節的変動について

当社グループのきもの関連事業では、「4ヵ月間無料きもの着付教室」（毎週１回、全15回のカリキュラムにて実

施。）において、各契約企業が教室の受講者に販売する機会を提供し、仲介手数料等を受領しております。「4ヵ月

間無料きもの着付教室」は、主として春期講座（２月から順次開講）と秋期講座（９月から順次開講）から構成さ

れており、それぞれ開講から各四半期末までの経過期間（販売機会の提供期間）に相違があります。

　また、「4ヵ月間無料きもの着付教室」の受講者の募集は教室開講前に実施するため、受講者募集経費の計上が収

益の計上に先行します。

　このため、売上高及び受講者募集経費が各四半期に均等に計上されず、偏重する時期が異なるため、各四半期の

営業利益の間に相違があり、各四半期の業績に季節的変動があります。

参考情報（過去の売上高及び営業利益の推移）

　当社は、平成20年11月21日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を４月30日から12月

31日に変更いたしました。これに伴い、四半期もこれまでの第１四半期（５月から７月まで）、第２四半期（８月

から10月まで）、第３四半期（11月から１月まで）及び第４四半期（２月から４月まで）から、第１四半期（１月

から３月まで）、第２四半期（４月から６月まで）、第３四半期（７月から９月まで）及び第４四半期（10月から

12月まで）になります。このように各四半期に含まれる営業月が異なるため、従来の四半期との比較が困難であり

ますが、仮に、決算期変更後の期間で過去の売上高及び営業利益を示せば以下のとおりであります。

平成20年１月から
平成20年12月まで

１月～３月　 ４月～６月 ７月～９月 10月～12月

売上高（千円） 1,316,152 1,651,796 1,310,626 1,576,486

営業利益（千円） △349,757 591,727 △324,626 444,925

　（注）売上高及び営業利益の金額は、いずれも当社単体をベースにしたものであり、月次決算を３ヵ月間合算したも

ので、四半期決算処理を行っておらず、監査法人トーマツの監査を受けておりません。

－9－

日本和装ホールディングス（株）　（2499）　平成21年12月期　第１四半期決算短信


