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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 7,686 2.7 754 26.5 774 18.8 419 32.3
21年3月期第2四半期 7,484 ― 595 ― 652 ― 316 ―

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2四半期 22.88 ―
21年3月期第2四半期 1,713.74 ―

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2四半期 19,105 11,952 62.6 658.65
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2四半期  11,950百万円 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
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

21年3月期 ― 1,200.00 ― 30.00 ―
22年3月期 ― 12.00
22年3月期 

（予想） ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 17,970 5.3 2,511 8.4 2,553 5.7 1,468 17.2 80.91
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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2四半期 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2四半期  353,902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2四半期 18,323,203株 21年3月期第2四半期  184,887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２四半期 22.88

21 年 3 月期第２四半期 17.14

 

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 合計 

 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２四半期連結累計期間における我が国経済は、景気先行きに対する不安感が弱まりつつあるものの、雇用・所得環

境は依然として厳しく、個人消費についても低迷が続いております。 

また、呉服業界におきましても、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、ＤＭ・ＣＭ・ＷＥＢといった総合的な広告プロモーションの充実化を継続的に図って

きたことにより、企業イメージ・認知度が着実に向上してきており、来店者数は増加傾向で推移し、受注高は前年同期比

3.6％増となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服等」の販売についても、集客数増加に注力した営業活動・

催事企画が奏功し、受注高は前年同期比 14.3％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 10.2％増の 7,560 百万円となりました。また売上高（出荷高）につ

いては、4.3％増の 7,392 百万円となりました。なお、当第２四半期末の受注残高は、前年同期末と比べ 358 百万増加し

ております。 

利益面においては、粗利益率は前年同期に比べ 0.3 ポイント上昇いたしました。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 40.9％増の 648 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 10.7％増の 223 百万円、営業利益は 10.4％増の 171 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㈱」については、就職・採用環境の冷え込みを受け、苦戦が続いており、

売上高は前年同期比 63.4％減の 70 百万円、営業損失は前年同期と比べて 62 百万円増加し 67 百万円となりました。 

 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は前年同期に比べ 2.7％増の 7,686 百万円、営業利益は

26.5％増の 754 百万円、経常利益は 18.8％増の 774 百万円、四半期純利益は 32.3％増の 419 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 7.1%減少し、13,429 百万円となりました。これは、現金及び預金が 95 百万円、

割賦売掛金が 322 百万円、有価証券が 749 百万円それぞれ減少し、商品及び製品が 88 百万円、原材料及び貯蔵品が 20 百

万円それぞれ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 15.4%増加し、5,676 百万円となりました。これは、建物が 18 百万円、投資有価

証券が 754 百万円、敷金及び保証金が 18 百万円それぞれ増加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 1.4%減少し、19,105 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 1.5%増加し、7,099 百万円となりました。これは、未払法人税等が 105 百万円、

短期借入金が 150 百万円それぞれ減少し、前受金が 135 百万円、販売促進引当金が 108 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 505.9%増加し、54 百万円となりました。これは、長期借入金が 43 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 2.1%増加し、7,153 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 3.4%減少し、11,952 百万円となりました。これは、主として繰越利益剰余金

が 135 百万円減少し、自己株式が 280 百万円増加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２四半期累計期間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ますが、当社においては、下期

後半（1～3月）に年間最大繁忙期を控えており、不確定要素も多いため、現時点においては、平成 21 年 4月 28 日発表

の業績予想数値を修正しておりません。 

 

なお、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～9月に実施した自己株式買付後の自己

株式数（353,902 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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,181,461 4,277,043

売掛金 385,529 469,915

割賦売掛金 3,876,976 4,199,555

有価証券 2,636,089 3,386,056

商品及び製品 1,820,999 1,732,638

原材料及び貯蔵品 41,000 20,043

その他 487,741 371,308

貸倒引当金 △444 △2,496

流動資産合計 13,429,353 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） 720,997 707,788

有形固定資産合計 3,119,741 3,106,532

無形固定資産 35,390 38,577

投資その他の資産   

投資有価証券 1,589,370 834,621

敷金及び保証金 876,422 858,359

その他 57,176 81,714

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 2,520,970 1,772,695

固定資産合計 5,676,101 4,917,805

資産合計 19,105,455 19,371,869
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 451,220 374,617

短期借入金 450,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 10,147 －

未払法人税等 384,950 490,216

前受金 756,569 621,421

預り金 3,236,593 3,219,807

賞与引当金 213,000 218,555

役員賞与引当金 － 7,400

販売促進引当金 259,220 150,971

割賦未実現利益 572,857 564,276

その他 764,457 748,960

流動負債合計 7,099,016 6,996,226

固定負債   

長期借入金 43,353 －

長期未払金 6,540 6,540

繰延税金負債 4,540 2,443

固定負債合計 54,433 8,983

負債合計 7,153,450 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 9,317,518 9,452,863

自己株式 △296,418 △15,824

株主資本合計 11,945,305 12,361,244

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,505 3,377

評価・換算差額等合計 5,505 3,377

少数株主持分 1,193 2,037

純資産合計 11,952,005 12,366,659

負債純資産合計 19,105,455 19,371,869
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,484,181 7,686,140

売上原価 2,689,688 2,758,398

売上総利益 4,794,493 4,927,742

販売費及び一般管理費 4,198,502 4,173,590

営業利益 595,990 754,151

営業外収益   

受取利息 16,314 9,708

受取配当金 253 3

信販取次手数料 17,519 12,935

受取補償金 18,946 －

雑収入 5,760 3,161

営業外収益合計 58,794 25,808

営業外費用   

支払利息 50 336

投資事業組合運用損 1,000 1,054

雑損失 1,606 3,888

営業外費用合計 2,657 5,279

経常利益 652,127 774,680

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,506 2,052

特別利益合計 2,506 2,052

特別損失   

賃貸借契約解約損 2,044 －

固定資産除却損 11,517 1,506

投資有価証券評価損 48,793 －

電話加入権評価損 8,241 －

特別損失合計 70,596 1,506

税金等調整前四半期純利益 584,036 775,226

法人税、住民税及び事業税 279,032 364,730

法人税等調整額 △11,782 △7,941

法人税等合計 267,250 356,788

少数株主損失（△） △62 △863

四半期純利益 316,848 419,301
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 584,036 775,226

減価償却費 50,888 50,324

のれん償却額 15,817 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,196 △2,052

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,873 △5,555

販売促進引当金の増減額（△は減少） 114,580 108,248

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 △16,567 △9,712

支払利息 5,179 3,422

投資有価証券評価損益（△は益） 48,793 －

有形固定資産除却損 11,517 1,506

電話加入権評価損 8,241 －

売上債権の増減額（△は増加） 557,631 542,113

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,983 △109,319

仕入債務の増減額（△は減少） △63,664 76,602

割賦未実現利益の増減額（△は減少） △18,230 8,581

未払消費税等の増減額（△は減少） △67,990 △17,568

預り金の増減額（△は減少） △175,238 16,786

その他 28,167 △53,114

小計 1,051,708 1,378,089

利息及び配当金の受取額 17,151 9,774

利息の支払額 △5,179 △3,631

法人税等の支払額 △627,815 △468,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 435,865 915,431

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 △528 △500

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 400,000 1,100,000

有形固定資産の取得による支出 △100,595 △58,776

投資有価証券の取得による支出 △150,094 △900,274

敷金の差入による支出 △28,908 △19,114

敷金の回収による収入 33,454 1,050

貸付けによる支出 △750 △500

貸付金の回収による収入 807 1,615

その他 △8,081 △2,890

投資活動によるキャッシュ・フロー 145,304 130,658

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） △400,000 △150,000

長期借入れによる収入 － 55,000

長期借入金の返済による支出 △8,280 △1,500

自己株式の取得による支出 － △280,593

配当金の支払額 △554,059 △553,027

その他 △318 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △962,657 △930,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △381,488 115,968

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 5,457,037 5,992,606
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 9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２四半期連結累計期間（自 平成 20 年 4月 1 日 至 平成 20 年 9 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２四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1 日 至 平成 21 年 9 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２四半期連結累計期間及び当第２四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２四半期連結累計期間及び当第２四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 
7,089,634 201,530 193,016 7,484,181 － 7,484,181

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 32,823 2,000 34,823 (34,823) －

計 7,089,634 234,354 195,016 7,519,005 (34,823) 7,484,181

営業利益または 

営業損失(△) 
460,538 155,427 △4,940 611,024 (15,034) 595,990

 
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 
7,392,373 223,156 70,610 7,686,140 ― 7,686,140

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― 28,461 1,500 29,961 (29,961) ―

計 7,392,373 251,618 72,110 7,716,102 (29,961) 7,686,140

営業利益または 

営業損失(△) 
648,750 171,620 △67,180 753,190 961 754,151
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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２四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 9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２四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 419,301  419,301

 自己株式の取得 ※ △280,593 △280,593

当第２四半期連結累計期間末まで

の変動額合計 
△135,345 △280,593 △415,939

当第２四半期連結累計期間末残高 1,215,949 1,708,256 9,317,518 △296,418 11,945,305

※ 平成21年６月１日および８月３日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月～９月に市場から取得した自

己株式が280,476千円含まれております。 
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