
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年10月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 京都きもの友禅株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7615 URL http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 服部 雅親
問合せ先責任者 （役職名） 総務部長兼経営企画部長 （氏名） 佐野 利之 TEL 03-3639-9191
四半期報告書提出予定日 平成23年11月4日 配当支払開始予定日 平成23年12月5日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家、証券アナリスト向け）

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(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 ％

24年3月期第2四半期 8,704 6.7 1,558 79.7 1,579 78.9 925 94.8
23年3月期第2四半期 8,155 6.1 867 15.0 882 14.0 475 13.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 925百万円 （95.0％） 23年3月期第2四半期 474百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 63.18 ―
23年3月期第2四半期 26.25 ―

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

24年3月期第2四半期 18,925 10,569 55.9 721.71
23年3月期 17,791 10,083 56.7 688.50
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  10,569百万円 23年3月期  10,083百万円

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

23年3月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00
24年3月期 ― 12.00
24年3月期（予想） ― 30.00 42.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有  
通期連結業績予想の修正については、本日（平成23年10月26日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 17,600 2.5 2,848 27.6 2,885 29.0 1,660 36.1 113.34



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※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）3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。  

4.  その他

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   ：  無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 18,498,200 株 23年3月期 18,498,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,852,593 株 23年3月期 3,852,411 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,645,696 株 23年3月期2Q 18,102,809 株



 

 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ..........................................................  P.2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ......................................................  P.2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ......................................................  P.2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ......................................................  P.3 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ......................................................  P.3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ......................................  P.3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ......................................  P.3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ....................................  P.3 

３．四半期連結財務諸表 ......................................................................  P.4 

（１）四半期連結貸借対照表 ................................................................  P.4 

（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 ....................................  P.6 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ..................................................  P.8 

（４）継続企業の前提に関する注記 ..........................................................  P.9 

（５）セグメント情報等....................................................................  P.9 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ........................................  P.9 

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成24年3月期　第２四半期決算短信

- 1 -



 

 

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、東日本大震災による電力供給不足や個人消費の落ち込みが懸念

されるなか、欧州の金融不安や米国経済の先行き懸念等に伴い円高・株安傾向が進行するなど、先行きは引き続き不

透明な状況で推移しております。 

また、呉服業界におきましても、消費マインドの停滞により、引き続き厳しい状況にあるものと考えられます。 

このようななか、当社グループでは全社的にコストの見直しを図るとともに、顧客とより深い信頼関係を築くため

のフォロー体制を強化する取り組みを推進してまいりました。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〕 

「振袖」販売については、来店者数が増加し、また平均単価も前年同期比微増となったため、受注高は前年同期比

7.8％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は、集客数増加に注力した営業

活動・催事企画が奏功し、前年同期比3.4％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5.3％増の 8,572 百万円となり、第２四半期連結累計期間におけ

る受注高としては過去最高額となりました。また売上高（出荷高）については、前期末時点における受注残高が増加

していたこともあり、6.8％増の8,427百万円となりました。 

利益面においては、粗利益率は前年同期と比べ 0.8 ポイント上昇し 64.5％となりました。販売費及び一般管理費に

ついては、全般的なコストの効率化を行ったなか、売上高が増加したため、対売上高比では前年同期と比べ 6.3 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93.5％増の1,350百万円となりました。 

 

〔金融サービス事業〕 

金融サービス事業については、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おり、売上高は前

年同期比16.1％増の277百万円、営業利益は13.8％増の213百万円となりました。 

 

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6.7％増の8,704百万円、営業利益は

79.7％増の1,558百万円、経常利益は78.9％増の1,579百万円、四半期純利益は94.8％増の925百万円となりました。 

 

（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 3.1％増加し、13,391 百万円となりました。これは、現金及び預金が 744

百万円、売掛金が 41 百万円それぞれ増加し、有価証券が799 百万円、商品及び製品が 125 百万円それぞれ減少したこ

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 15.1％増加し、5,533 百万円となりました。これは、投資有価証券が 779

百万円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6.4％増加し、18,925百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 8.5％増加し、8,196 百万円となりました。これは、未払法人税等が 317 百

万円、販売促進引当金が121百万円それぞれ増加し、短期借入金が300百万円減少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2.9％増加し、159百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.4％増加し、8,355百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 4.8％増加し、10,569 百万円となりました。これは、利益剰余金が 486

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 

最近の業績動向を踏まえ、平成23年4月27日に発表した通期業績予想を変更しております。詳細につきましては、本

日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

２．サマリー情報（その他）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 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,404,518 3,149,280

売掛金 35,480 77,116

割賦売掛金 5,400,856 5,758,725

有価証券 2,766,041 1,966,048

商品及び製品 1,899,980 1,774,864

原材料及び貯蔵品 40,858 39,531

その他 436,585 626,171

流動資産合計 12,984,321 13,391,738

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,391,420 2,390,767

その他（純額） 764,985 720,452

有形固定資産合計 3,156,405 3,111,219

無形固定資産 25,493 21,097

投資その他の資産   

投資有価証券 753,219 1,532,664

敷金及び保証金 781,149 778,922

その他 92,481 89,633

貸倒引当金 △2,000 －

投資その他の資産合計 1,624,850 2,401,220

固定資産合計 4,806,749 5,533,537

資産合計 17,791,071 18,925,276

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成24年3月期　第２四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 385,816 415,969

短期借入金 300,000 －

未払法人税等 424,371 741,576

前受金 1,125,141 1,302,419

預り金 3,330,344 3,415,454

賞与引当金 255,000 293,000

役員賞与引当金 6,200 －

販売促進引当金 134,980 256,260

割賦未実現利益 815,721 945,896

資産除去債務 68,491 65,223

その他 706,676 760,455

流動負債合計 7,552,743 8,196,254

固定負債   

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 148,021 152,025

繰延税金負債 164 644

固定負債合計 154,726 159,210

負債合計 7,707,469 8,355,465

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,708,259 1,708,259

利益剰余金 10,498,765 10,984,765

自己株式 △3,340,015 △3,340,177

株主資本合計 10,082,958 10,568,796

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 643 1,014

その他の包括利益累計額合計 643 1,014

純資産合計 10,083,602 10,569,810

負債純資産合計 17,791,071 18,925,276
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,155,630 8,704,563

売上原価 2,939,123 3,074,294

売上総利益 5,216,506 5,630,269

販売費及び一般管理費 4,349,480 4,071,808

営業利益 867,025 1,558,460

営業外収益   

受取利息 5,366 3,450

信販取次手数料 7,654 16,179

雑収入 6,848 3,599

営業外収益合計 19,869 23,229

営業外費用   

支払利息 413 342

投資事業組合運用損 2,325 －

雑損失 1,289 2,205

営業外費用合計 4,028 2,548

経常利益 882,866 1,579,142

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,727 －

関係会社株式売却益 19,743 －

特別利益合計 21,471 －

特別損失   

災害による損失 － 7,204

固定資産除却損 3,210 1,184

賃貸借契約解約損 3,396 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 156,708 －

特別損失合計 163,315 8,389

税金等調整前四半期純利益 741,022 1,570,752

法人税、住民税及び事業税 364,603 714,417

法人税等調整額 △98,456 △69,039

法人税等合計 266,146 645,378

少数株主損益調整前四半期純利益 474,876 925,374

少数株主損失（△） △237 －

四半期純利益 475,114 925,374
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 474,876 925,374

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △249 370

その他の包括利益合計 △249 370

四半期包括利益 474,626 925,744

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 474,856 925,744

少数株主に係る四半期包括利益 △229 －
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 741,022 1,570,752

減価償却費 54,040 55,118

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,727 △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 38,000

販売促進引当金の増減額（△は減少） 113,997 121,280

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △6,200

受取利息及び受取配当金 △5,366 △3,450

支払利息 413 342

関係会社株式売却損益（△は益） △19,743 －

有形固定資産除却損 3,210 1,154

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 156,708 －

売上債権の増減額（△は増加） 146,397 △222,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,159 126,442

仕入債務の増減額（△は減少） 59,253 30,153

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 141,487 130,175

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,872 47,665

預り金の増減額（△は減少） 22,516 85,110

その他 △30,731 △109,149

小計 1,301,447 1,863,168

利息及び配当金の受取額 5,531 3,582

利息の支払額 △223 △346

法人税等の支払額 △569,336 △400,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 737,418 1,466,162

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 150,000 900,000

有形固定資産の取得による支出 △26,804 △11,274

有形固定資産の除却による支出 △1,689 △280

有形固定資産の売却による収入 － 6,031

投資有価証券の取得による支出 △100,092 △899,941

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△17,786 －

敷金の差入による支出 △23,871 △535

敷金の回収による収入 24,908 2,762

貸付けによる支出 △950 △850

貸付金の回収による収入 1,067 830

その他 △10,029 20,295

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,246 17,037

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） － △300,000

長期借入れによる収入 25,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,255 －

自己株式の取得による支出 △40,659 △162

配当金の支払額 △542,699 △437,595

財務活動によるキャッシュ・フロー △561,613 △737,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170,558 745,442

現金及び現金同等物の期首残高 5,985,189 3,619,655

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,155,747 4,365,098
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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）セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

なお、その他の事業を営む就職エージェント㈱の当社が所有する全株式を平成22年6月18日に売却したため、

当第２四半期連結累計期間においては、当セグメントの売上高及びセグメント利益はありません。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（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。 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
和装関連事業 

金融サービス

事業 
その他の事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高       

外部顧客への売上高 7,890,412 238,982 26,234 8,155,630 ― 8,155,630

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 23,328 1,500 24,828 (24,828) ―

計 7,890,412 262,311 27,734 8,180,458 (24,828) 8,155,630

セグメント利益 

又は損失(△) 
697,615 187,465 △13,235 871,846 (4,820) 867,025

   （単位：千円） 

報告セグメント 

 
和装関連事業 金融サービス事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 8,427,037 277,526 8,704,563 ― 8,704,563

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 22,157 22,157 (22,157) ―

計 8,427,037 299,684 8,726,721 (22,157) 8,704,563

セグメント利益 1,350,111 213,303 1,563,414 (4,953) 1,558,460
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