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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

※平成21年1月4日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しております。詳細については、3ページ「株式分割に伴う1株当たり数値の遡
及修正」をご覧ください。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 3,517 3.4 399 22.8 411 20.2 227 33.1
21年3月期第1四半期 3,400 ― 325 ― 342 ― 171 ―

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

22年3月期第1四半期 12.34 ―
21年3月期第1四半期 925.65 ―

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

22年3月期第1四半期 19,022 11,891 62.5 649.69
21年3月期 19,371 12,366 63.8 668.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,890百万円 21年3月期  12,364百万円

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  
※平成21年1月4日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しております。詳細については、3ページ「株式分割に伴う1株当たり数値の遡
及修正」をご覧ください。 

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

21年3月期 ― 1,200.00 ― 30.00 ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
12.00 ― 30.00 42.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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   

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

7,515 0.4 479 △19.6 499 △23.5 278 △12.3 15.19

通期 17,970 5.3 2,511 8.4 2,553 5.7 1,468 17.2 80.21
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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） 

(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 
１．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仮定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、5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 をご覧ください。 
２．当社は、平成21年1月4日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 18,498,200株 21年3月期  18,498,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  196,902株 21年3月期  9,952株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 18,460,630株 21年3月期第1四半期  184,888株
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（ご参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 

 

平成 21 年 1月 5 日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律」（平成 16年法律第 88 号）が施行されました。当社は、この前日の 1月 4日を効力発生日と

して、普通株式 1株につき 100 株の割合で株式分割を実施いたしました。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。 

 

１． １株当たり四半期純利益 

 

 
1 株 当 た り
四 半 期 純 利 益

 円 銭

22 年 3 月期第１四半期 12.34

21 年 3 月期第１四半期 9.26

 

２． 平成 21 年 3月期の配当実績 

 

  １株当たり配当金 

（基準日） 第 2四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭

21 年 3 月期（実績） 12.00 30.00 42.00 
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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我が国経済は、景気悪化に底打ちの兆しが一部見えてきたものの、雇用情勢や個人

消費については引き続き厳しい状況が続いております。 

また、呉服業界におきましては、市場全体の縮小傾向が続いており、依然、厳しい状況にあるものと考えられます。 

このようななか、当社グループは和装関連事業を中心として、商品政策・広告戦略の改善等、積極的な営業活動を実施

してまいりました。当社グループにおける各事業部門別の状況は次のとおりであります。 

 

〔和装関連事業〕 

主力の「振袖」販売については、例年、第１四半期は年間で最も閑散期となりますが、当第１四半期においては、来店

者数が継続的に増加傾向で推移したことにより、受注高は前年同期比 8.7％増となりました。また、既存顧客を対象とし

た「一般呉服」等の受注高についても、店舗内催事・店外催事ともに好調に推移し、前年同期比 8.3％増となりました。

以上により、和装関連事業の受注高は、前年同期比 9.4％増の 3,419 百万円となりました。また売上高（出荷高）につ

いては、催事スケジュールの変更等に伴い、第１四半期末までにおける出荷比率が低下したため、4.6％増の 3,372 百万

円となりました。なお、当第１四半期末の受注残高は、前年同期末と比べ 105 百万円増加しております。 

利益面においては、粗利益率はほぼ前年並みの 63.2％となりました。販売費及び一般管理費については、人員増強に伴

い、人件費は増加いたしましたが、広告宣伝費の効率化等を図ったことにより、対売上高比では前年同期に比べ 2.0 ポイ

ント下回る比率となりました。この結果、和装関連事業の営業利益は 29.5％増の 347 百万円となりました。 

 

〔金融サービス事業〕 

金融子会社「ＫＹクレジットサービス㈱」については、和装関連事業の受注高の増加に伴って、取扱高が着実に増加し

てきており、売上高は前年同期比 9.4％増の 111 百万円、営業利益は 12.2％増の 83 百万円となりました。 

 

〔その他の事業〕 

人材派遣・紹介事業を営む「就職エージェント㈱」の売上高は前年同期比 55.7％減の 33 百万円、営業損失は前年同期

と比べて 20 百万円増加し 36 百万円となりました。 

 

この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高は前年同期に比べ 3.4％増の 3,517 百万円、営業利益は

22.8％増の 399 百万円、経常利益は 20.2％増の 411 百万円、四半期純利益は 33.1％増の 227 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 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 5.5%減少し、13,665 百万円となりました。これは、現金及び預金が 342 百万円、

売掛金が 323 百万円、有価証券が 450 百万円それぞれ減少し、原材料及び貯蔵品が 13 百万円増加したことなどによりま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 8.9%増加し、5,357 百万円となりました。これは、投資有価証券が 453 百万円増

加し、建物が 6百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 1.8%減少し、19,022 百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 1.1%増加し、7,074 百万円となりました。これは、未払法人税等が 246 百万円、

賞与引当金が 110 百万円それぞれ減少し、前受金が 206 百万円、預り金が 59 百万円、販売促進引当金が 56 百万円それぞ

れ増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 528.5%増加し、56 百万円となりました。これは、長期借入金が 45 百万円増加し

たことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 1.8%増加し、7,130 百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 3.8%減少し、11,891 百万円となりました。これは、主として繰越利益剰余金

が 326 百万円減少したことなどによります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期における受注状況は、当初計画を上回るペースで推移しており、第２四半期以降につきましても、引き

続き受注高の増加を見込んでおりますが、当社において第１四半期は、通期業績に占める割合が最も低い期間であり、

繁忙期を今後に控えているため、現時点においては、平成 21 年 4月 28 日発表の数値を修正しておりません。 

 

 なお、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益は、平成 21 年 6月に実施した

自己株式買付後の自己株式数（196,902 株）を除いて計算しております。 

 

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 

該当事項はありません。 
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,934,531 4,277,043

売掛金 146,409 469,915

割賦売掛金 4,325,018 4,199,555

有価証券 2,935,878 3,386,056

商品及び製品 1,742,274 1,732,638

原材料及び貯蔵品 33,364 20,043

その他 548,729 371,308

貸倒引当金 △994 △2,496

流動資産合計 13,665,211 14,454,063

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,398,744 2,398,744

その他（純額） 698,287 707,788

有形固定資産合計 3,097,031 3,106,532

無形固定資産 36,097 38,577

投資その他の資産   

投資有価証券 1,288,474 834,621

敷金及び保証金 858,937 858,359

その他 78,966 81,714

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 2,224,378 1,772,695

固定資産合計 5,357,506 4,917,805

資産合計 19,022,717 19,371,869
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 333,668 374,617

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 9,016 －

未払法人税等 243,254 490,216

前受金 827,659 621,421

預り金 3,279,054 3,219,807

賞与引当金 108,433 218,555

役員賞与引当金 － 7,400

販売促進引当金 207,010 150,971

割賦未実現利益 577,345 564,276

その他 889,055 748,960

流動負債合計 7,074,498 6,996,226

固定負債   

長期借入金 45,984 －

長期未払金 6,540 6,540

繰延税金負債 3,940 2,443

固定負債合計 56,464 8,983

負債合計 7,130,963 7,005,209

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,708,256 1,708,256

利益剰余金 9,126,080 9,452,863

自己株式 △164,937 △15,824

株主資本合計 11,885,348 12,361,244

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,808 3,377

評価・換算差額等合計 4,808 3,377

少数株主持分 1,597 2,037

純資産合計 11,891,754 12,366,659

負債純資産合計 19,022,717 19,371,869
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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４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,400,766 3,517,280

売上原価 1,230,124 1,275,430

売上総利益 2,170,641 2,241,850

販売費及び一般管理費 1,845,208 1,842,297

営業利益 325,433 399,552

営業外収益   

受取利息 6,915 5,066

信販取次手数料 9,114 7,331

雑収入 1,561 1,464

営業外収益合計 17,591 13,862

営業外費用   

支払利息 33 82

雑損失 496 1,543

営業外費用合計 530 1,626

経常利益 342,494 411,788

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,506 1,501

その他 － 709

特別利益合計 2,506 2,211

特別損失   

固定資産除却損 533 1,506

投資有価証券評価損 33,532 －

特別損失合計 34,066 1,506

税金等調整前四半期純利益 310,934 412,492

法人税、住民税及び事業税 173,092 228,376

法人税等調整額 △33,115 △43,293

法人税等合計 139,977 185,082

少数株主損失（△） △185 △454

四半期純利益 171,142 227,864
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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４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 310,934 412,492

減価償却費 24,175 24,450

のれん償却額 7,908 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,506 △1,501

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,488 △110,121

販売促進引当金の増減額（△は減少） 68,120 56,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,400 △7,400

受取利息及び受取配当金 △6,915 △5,066

支払利息 2,913 1,835

投資有価証券評価損益（△は益） 33,532 －

有形固定資産除却損 533 1,506

売上債権の増減額（△は増加） 437,434 404,280

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,392 △22,957

仕入債務の増減額（△は減少） △206,399 △40,948

割賦未実現利益の増減額（△は減少） △13,556 13,069

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,934 22,022

預り金の増減額（△は減少） △47,846 59,247

その他 △135,513 △149,699

小計 339,382 657,246

利息及び配当金の受取額 7,227 5,096

利息の支払額 △2,905 △1,869

法人税等の支払額 △625,898 △467,695

営業活動によるキャッシュ・フロー △282,193 192,777

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 △200 △200

定期預金の払戻による収入 － 10,047

有価証券の償還による収入 150,000 700,000

有形固定資産の取得による支出 △9,902 △1,475

投資有価証券の取得による支出 △50,032 △500,190

敷金の差入による支出 △12,998 △1,339

敷金の回収による収入 － 761

貸付けによる支出 △150 △200

貸付金の回収による収入 395 737

その他 △485 △490

投資活動によるキャッシュ・フロー 76,626 207,651

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,960 －

長期借入れによる収入 － 55,000

配当金の支払額 △434,456 △437,903

その他 △98 △149,113

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,514 △532,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △594,081 △131,588

現金及び現金同等物の期首残高 5,838,526 5,876,638

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,244,444 5,745,050
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 6月 30 日） 

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 4月 1 日 至 平成 20 年 6 月 30 日） 

(注) １ 事業の区分は、提供するサービスの類似性を考慮して、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業の内容 

和装関連事業    呉服を主とし、それに関連する宝飾品等の販売 

金融サービス事業  割賦販売斡旋業務 

その他の事業    人材派遣・紹介事業 

 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1 日 至 平成 21 年 6 月 30 日） 

(注) １ 事業の区分は、提供するサービスの類似性を考慮して、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業の内容 

和装関連事業    呉服を主とし、それに関連する宝飾品等の販売 

金融サービス事業  割賦販売斡旋業務 

その他の事業    人材派遣・紹介事業 

 

〔所在地別セグメント情報〕 
前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び支店等がないため、該当事項はありません。 

 

〔海外売上高〕 
前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

 

 
和装関連事業 

(千円) 

金融サービス

事業(千円) 

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社(千円) 

連結 

(千円) 

売上高       

(1)外部顧客に 

対する売上高 
3,222,584 101,801 76,380 3,400,766 － 3,400,766

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 12,521 － 12,521 (12,521) －

計 3,222,584 114,322 76,380 3,413,287 (12,521) 3,400,766

営業利益または 

営業損失(△) 
268,737 74,125 △16,453 326,409 (975) 325,433

 
和装関連事業 

(千円) 

金融サービス

事業(千円) 

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社(千円) 

連結 

(千円) 

売上高       

(1)外部顧客に 

対する売上高 
3,372,083 111,382 33,814 3,517,280 ― 3,517,280

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― 11,594 1,500 13,094 (13,094) ―

計 3,372,083 122,976 35,314 3,530,374 (13,094) 3,517,280

営業利益または 

営業損失(△) 
347,952 83,197 △36,693 394,457 5,095 399,552
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 6月 30 日） 

（千円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 1,215,949 1,708,256 9,452,863 △15,824 12,361,244

当第１四半期連結累計期間末まで

の変動額 
 

 剰余金の配当 △554,647  △554,647

 四半期純利益 227,864  227,864

 自己株式の取得 ※ △149,113 △149,113

当第１四半期連結累計期間末まで

の変動額合計 
△326,783 △149,113 △475,896

当第１四半期連結累計期間末残高 1,215,949 1,708,256 9,126,080 △164,937 11,885,348

※ 平成21年６月１日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月に市場から取得した自己株式が149,082千円含

まれております。 

 

- 11 -

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成22年3月期　第１四半期決算短信




