
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 16,688 △4.5 2,608 △10.2 2,672 △9.5 561 △66.5
24年３月期 17,476 1.8 2,904 30.2 2,952 32.0 1,675 37.3

(注) 包括利益 25年３月期 579百万円( △65.4％) 24年３月期 1,675百万円( 37.5％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年３月期 38.34 － 5.0 13.8 15.6
24年３月期 114.37 － 15.8 15.9 16.6

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 －百万円 24年３月期 －百万円

（２）連結財政状態

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

25年３月期 19,166 11,107 58.0 758.48
24年３月期 19,451 11,143 57.3 760.89

(参考) 自己資本 25年３月期 11,107百万円 24年３月期 11,143百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 1,183 △361 △617 5,070
24年３月期 2,043 116 △915 4,864

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 － 12.00 － 30.00 42.00 615 36.7 5.8
25年３月期 － 12.00 － 30.00 42.00 615 109.5 5.5

26年３月期(予想) － 12.00 － 30.00 42.00 37.2

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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(累計) 9,053 2.7 1,258 △21.6 1,278 △21.7 734 △26.5 50.12
通 期 18,331 9.8 2,834 8.6 2,876 7.6 1,654 194.6 112.94



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 

   

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（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

  新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)

（２）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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別す
ることが困難な場合」に該当しております。詳細は、決算短信（添付資料）12ページ「3.連結財務諸表（6）
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

（３）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) 25年３月期 17,498,200株 24年３月期 17,498,200株

② 期末自己株式数 25年３月期 2,853,182株 24年３月期 2,852,939株

③ 期中平均株式数 25年３月期 14,645,133株 24年３月期 14,645,569株

※１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、決算短信（添付資料）20ページ「１株当
たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 16,751 △4.5 2,543 △10.3 2,627 △9.5 534 △67.5
24年３月期 17,539 1.9 2,835 30.3 2,903 32.1 1,646 △13.3

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年３月期 36.48 －
24年３月期 112.40 －

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

25年３月期 15,119 10,662 70.5 728.09
24年３月期 15,577 10,725 68.9 732.33

(参考) 自己資本 25年３月期 10,662百万円 24年３月期 10,725百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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、決算短信（添付資料）2ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
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1． 経 営 成 績 

(1) 経営成績に関する分析 

当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、震災の復興需要などにより緩やかな景気回復の動きが見られ、また、昨年末

の政権交代に伴い円安・株高が進行しておりますが、欧州債務危機や海外経済の停滞懸念等の影響もあり、先行きは不

透明な状況で推移いたしました。また、呉服業界におきましても、市場の縮小傾向には歯止めがかかりつつあるものの、

引き続き厳しい状況にあるものと考えられます。 

このような環境の中、当社グループでは収益性の向上を重視した上で、商品構成や広告・販促施策の充実化を図り、

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〕 

「振袖」販売については、第３四半期迄は比較的堅調に推移していたものの、第４四半期における来店者数が大幅

に減少したため、通期の受注高としては前年同期比 8.7％減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服

等」の販売については、集客数は増加傾向で推移したものの成約率および平均単価が微減となったことにより、受注

高としては前年同期比 4.0％減となりました。 

以上により、和装関連事業の受注高は16,019百万円（前年同期比5.5％減）となりました。また売上高においては、

16,023百万円（前年同期比5.2％減）となりました。利益面においては、粗利益率はほぼ前年同期並の64.1％となり

ました。また、販売費及び一般管理費については、広告宣伝費・販売促進費を中心に減少したものの、売上高が減少

したため、対売上高比では前年同期に比べ1.4ポイント上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14.4％減の2,107百万円となりました。 

 

〔金融サービス事業〕 

金融サービス事業については、売上高は前年同期比 14.2％増の 665 百万円、営業利益は前年同期比 13.6％増の 503

百万円となりました。 

 

これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高においては前年同期比4.5％減の16,688百万円、営業利益は

10.2％減の2,608百万円、経常利益は9.5％減の2,672百万円となりました。また、特別損失として店舗の減損損失を

1,048百万円計上しており、当期純利益は66.5％減の561百万円となりました。 

 

 

次期の見通し 

今後の経済環境につきましては、円安・株高による企業業績の回復が期待されるものの、世界景気の減速や雇用・所

得環境の動向等の不確定要素もあり、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。また、呉服業界をとりまく環境に

ついても、引き続き厳しい局面が続くことが予想されます。 

このような環境の中、当社グループとしては、「振袖」販売においては、エリアごとの集客状況をきめ細かく検証し

た上で、広告・販促施策を改善し、来店者数の増加を図ってまいります。また、「一般呉服等」の販売についても、魅

力ある新しい商品、催事の拡充を継続的に行うとともに、営業部門の組織体制の刷新・強化を図ることで、既存顧客全

体の更なる活性化を図ってまいります。 

次期の連結業績予想につきましては、売上高18,331百万円（前年同期比9.8％増）、営業利益2,834百万円（前年同期

比8.6％増）、経常利益2,876百万円（前年同期比7.6％増）、当期純利益1,654百万円（前年同期比194.6％増）を見込ん

でおります。 
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    目標とする経営指標の達成状況 

当グループでは、安定的な売上成長及び収益性のバランスを重要な指標と捉え、売上高経常利益率の向上・維持を目

標としております。なお、過去３期間の達成状況は以下のとおりであります。 

 目標値 23/3 期 24/3 期 25/3 期 

売上高経常利益率(連結ベース) 20.0% 13.0% 16.9% 16.0% 

 

(2) 財政状態に関する分析 

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 205 百万円増加し、5,070 百万円となり

ました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,183 百万円の収入（前年同期比 859 百万円減）となり

ました。これは主に税金等調整前当期純利益が 1,611 百万円（前年同期比 1,332 百万円減）となったこと、減損損失

の計上 1,048 百万円、法人税等の支払 1,414 百万円及び売上債権の増加 316 百万円によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、361 百万円の支出（前年同期は 116 百万円の収入）とな

りました。これは主に投資有価証券の取得による支出 695 百万円、有価証券の償還による収入 500 百万円及び有形固

定資産の取得による支出 114 百万円によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、617 百万円の支出（前年同期は 915 百万円の支出）とな

りました。これは主に配当金の支払 616 百万円によるものであります。 

〔キャッシュ・フロー関連指標の推移〕 

 平成 23年 3月期 平成 24年 3月期 平成 25年 3月期 

自己資本比率（％） 56.7 57.3 58.0

時価ベースの自己資本比率（％） 76.1 74.2 78.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.3 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 785.8 5,963.0 －

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) 1．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

   2．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

   3．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。 

なお、平成25年3月期においては、有利子負債が発生していないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率

及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、経営の効率化により収益の向上を図り、その結果としての利益配分に関しては、将来の資金需要を勘案し

ながら、株主還元として安定的・継続的な配当を行うことを重視しております。当期については、１株につき年間 42

円の配当を予定しておりますが、次期についても１株につき年間 42円の配当を計画しております。 
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2． 経 営 方 針 

平成 23年 3月期決算短信（平成 23年 4月 27 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ます。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,648,008 3,852,523

売掛金 23,638 17,307

割賦売掛金 6,094,821 6,420,527

有価証券 ※1  1,716,913 ※1  2,668,207

商品及び製品 1,841,516 1,851,202

原材料及び貯蔵品 31,338 34,294

繰延税金資産 267,589 244,037

その他 172,223 206,131

流動資産合計 13,796,049 15,294,232

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,001,424 1,928,203

減価償却累計額 △1,338,045 △1,381,125

建物（純額） 663,379 547,078

土地 2,390,767 1,447,508

その他 188,594 176,032

減価償却累計額 △147,494 △135,510

その他（純額） 41,100 40,521

有形固定資産合計 3,095,246 2,035,107

無形固定資産 36,695 62,265

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,682,523 ※1  956,892

敷金及び保証金 766,166 750,493

繰延税金資産 64,349 56,073

その他 10,232 11,394

投資その他の資産合計 2,523,271 1,774,855

固定資産合計 5,655,214 3,872,228

資産合計 19,451,264 19,166,460
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 325,136 282,952

未払法人税等 821,183 432,197

前受金 1,209,950 1,212,598

預り金 3,484,819 3,637,763

賞与引当金 254,000 260,000

役員賞与引当金 16,000 13,800

販売促進引当金 122,940 119,570

割賦未実現利益 996,812 1,069,704

資産除去債務 80,597 73,517

その他 851,683 808,308

流動負債合計 8,163,122 7,910,412

固定負債   

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 137,676 141,410

繰延税金負債 466 149

固定負債合計 144,683 148,099

負債合計 8,307,806 8,058,512

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 10,692,724 10,639,118

自己株式 △2,474,494 △2,474,725

株主資本合計 11,142,436 11,088,598

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,022 19,349

その他の包括利益累計額合計 1,022 19,349

純資産合計 11,143,458 11,107,948

負債純資産合計 19,451,264 19,166,460
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 17,476,997 16,688,791

売上原価 6,235,101 5,943,175

売上総利益 11,241,896 10,745,616

販売費及び一般管理費 ※1  8,337,518 ※1  8,137,016

営業利益 2,904,377 2,608,600

営業外収益   

受取利息 6,458 5,435

信販取次手数料 32,460 48,294

雑収入 14,050 12,754

営業外収益合計 52,969 66,484

営業外費用   

支払利息 342 －

雑損失 4,050 2,677

営業外費用合計 4,393 2,677

経常利益 2,952,953 2,672,407

特別損失   

固定資産除却損 ※2  1,204 ※2  12,440

減損損失 － ※3  1,048,066

災害による損失 7,084 －

特別損失合計 8,289 1,060,506

税金等調整前当期純利益 2,944,664 1,611,901

法人税、住民税及び事業税 1,250,948 1,028,996

法人税等調整額 18,637 21,410

法人税等合計 1,269,586 1,050,407

少数株主損益調整前当期純利益 1,675,077 561,493

当期純利益 1,675,077 561,493
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,675,077 561,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 378 18,327

その他の包括利益合計 ※1  378 ※1  18,327

包括利益 1,675,455 579,821

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,675,455 579,821

少数株主に係る包括利益 － －

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成25年3月期　決算短信

- 8 -



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,215,949 1,215,949

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,215,949 1,215,949

資本剰余金   

当期首残高 1,708,259 1,708,256

当期変動額   

自己株式の消却 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 1,708,256 1,708,256

利益剰余金   

当期首残高 10,498,765 10,692,724

当期変動額   

剰余金の配当 △615,120 △615,099

当期純利益 1,675,077 561,493

自己株式の消却 △865,997 －

当期変動額合計 193,959 △53,606

当期末残高 10,692,724 10,639,118

自己株式   

当期首残高 △3,340,015 △2,474,494

当期変動額   

自己株式の取得 △478 △231

自己株式の消却 866,000 －

当期変動額合計 865,521 △231

当期末残高 △2,474,494 △2,474,725

株主資本合計   

当期首残高 10,082,958 11,142,436

当期変動額   

剰余金の配当 △615,120 △615,099

当期純利益 1,675,077 561,493

自己株式の取得 △478 △231

当期変動額合計 1,059,477 △53,837

当期末残高 11,142,436 11,088,598
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 643 1,022

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 378 18,327

当期変動額合計 378 18,327

当期末残高 1,022 19,349

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 643 1,022

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 378 18,327

当期変動額合計 378 18,327

当期末残高 1,022 19,349

純資産合計   

当期首残高 10,083,602 11,143,458

当期変動額   

剰余金の配当 △615,120 △615,099

当期純利益 1,675,077 561,493

自己株式の取得 △478 △231

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 378 18,327

当期変動額合計 1,059,856 △35,509

当期末残高 11,143,458 11,107,948
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,944,664 1,611,901

減価償却費 110,468 121,694

減損損失 － 1,048,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 6,000

販売促進引当金の増減額（△は減少） △12,040 △3,370

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9,800 △2,200

受取利息及び受取配当金 △6,458 △5,435

支払利息 342 －

有形固定資産除却損 1,174 8,521

売上債権の増減額（△は増加） △597,314 △316,727

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,983 △12,641

仕入債務の増減額（△は減少） △60,680 △42,183

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 181,090 72,892

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,642 △51,337

預り金の増減額（△は減少） 154,475 152,943

その他 51,486 4,781

小計 2,895,636 2,592,905

利息及び配当金の受取額 6,651 5,414

利息の支払額 △346 －

法人税等の支払額 △858,195 △1,414,355

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,043,745 1,183,964

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 1,550,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △14,672 △114,646

有形固定資産の除却による支出 △280 △13,350

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 △1,450,053 △695,991

敷金の差入による支出 △9,854 △12,112

敷金の回収による収入 24,352 28,269

貸付けによる支出 △1,450 △2,300

貸付金の回収による収入 1,615 1,777

その他 10,883 △52,683

投資活動によるキャッシュ・フロー 116,572 △361,036

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 －

自己株式の取得による支出 △478 △231

配当金の支払額 △614,932 △616,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △915,411 △617,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,244,906 205,739

現金及び現金同等物の期首残高 3,619,655 4,864,561

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,864,561 ※1  5,070,301
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(5)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（会計方針の変更） 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  当該変更による、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に及ぼす影響額は、

それぞれ軽微であります。 

 

（表示方法の変更） 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

該当事項はありません。 
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 (7)連結財務諸表に関する注記事項 

 

(連結貸借対照表関係) 

※１ 割賦販売法に基づき以下の資産を供託しております。 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

有価証券 500,360千円 1,250,430千円 

投資有価証券 1,351,065   600,550   

 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約及び借入金未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当座貸越極度額の総額 8,000,000千円 8,000,000千円 

貸出実行残高 ―   ―   

差引額 8,000,000   8,000,000   

 

 

(連結損益計算書関係) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。 

 

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

広告宣伝費 1,716,877千円 1,597,621千円 

販売促進費 1,069,799   1,021,164   

給与手当 2,462,386   2,485,326   

減価償却費 109,586   120,845   

賃借料 877,627   858,800   

賞与引当金繰入額 254,000   260,000   

役員賞与引当金繰入額 16,000   13,800   

販売促進引当金繰入額 122,690   119,190   

 

※２ 建物(店舗等内部造作)及び工具器具備品(店舗コンピュータ等)等の除却に伴うものであります。 

 

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

建物 956千円 8,297千円 

工具器具備品 217   224   

ソフトウェア 29   3,918   

計 1,204   12,440   
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※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

(1)減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種類 場所 

店舗 土地及び建物 東京都中央区１店 

(2)減損損失の認識に至った経緯 

上記資産グループについて、収益性の低下が認められるため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

(3)減損損失の金額 

土地 943,259千円

建物 104,807  

計 1,048,066   

(4)資産のグルーピングの方法 

キャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。 

(5)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.87％で割り引いて算定してお

ります。 

 

 

（連結包括利益計算書関係） 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 562千円 28,427千円 

組替調整額 ―   ―   

  税効果調整前 562   28,427   

  税効果額 △184   △10,099   

  その他有価証券評価差額金 378   18,327   

その他の包括利益合計 378   18,327   

 

 

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成25年3月期　決算短信

- 14 -



(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 

1.発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 18,498,200 ― 1,000,000 17,498,200

（変動事由の概要） 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

自己株式の消却による減少             1,000,000 株 

 

2.自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 3,852,411 528 1,000,000 2,852,939

  （変動事由の概要） 

   増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加             528 株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

自己株式の消却による減少             1,000,000 株 

 

3.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成23年6月22日 

定時株主総会 
普通株式 439,373 30 平成23年3月31日 平成23年6月23日

平成23年10月26日 

取締役会 
普通株式 175,747 12 平成23年9月30日 平成23年12月5日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成24年6月19日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 439,357 30 平成24年3月31日 平成24年6月20日
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当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 

1.発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 17,498,200 ― ― 17,498,200

 

2.自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 2,852,939 243 ― 2,853,182

  （変動事由の概要） 

   増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加             243 株 

 

3.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成24年6月19日 

定時株主総会 
普通株式 439,357 30 平成24年3月31日 平成24年6月20日

平成24年10月24日 

取締役会 
普通株式 175,742 12 平成24年9月30日 平成24年12月4日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成25年6月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 439,350 30 平成25年3月31日 平成25年6月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

 

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

現金及び預金勘定 3,648,008千円 3,852,523千円 

取得日から３ヶ月以内に満期日 
又は償還日の到来する短期投資 

(有価証券) 
1,216,553   1,217,777   

現金及び現金同等物 4,864,561   5,070,301   

 

 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に営業統括を置き、和装関連事業を中心に事業活動を展開しており、「和装関連事業」、

「金融サービス事業」を報告セグメントとしております。 

「和装関連事業」は、呉服を主とし、それに関連する宝飾品等の販売を行っております。「金融サービス

事業」は、割賦販売業務を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 

(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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（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 

連結財務諸表計上額
(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 16,894,085 582,912 17,476,997 ― 17,476,997

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 37,988 37,988 △37,988 ―

計 16,894,085 620,900 17,514,986 △37,988 17,476,997

セグメント利益 2,462,425 443,715 2,906,141 △1,763 2,904,377

セグメント資産 12,831,849 6,619,415 19,451,264 ― 19,451,264

その他の項目   

減価償却費 110,468 ― 110,468 ― 110,468

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

25,977 ― 25,977 ― 25,977
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当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 

(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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

【関連情報】 

 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

 (1)売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 (2)有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。 

 

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

 (1)売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 (2)有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

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 
計 

調整額 
(注)１ 

連結財務諸表計上額
(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 16,023,391 665,399 16,688,791 ― 16,688,791

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 33,949 33,949 △33,949 ―

計 16,023,391 699,349 16,722,741 △33,949 16,688,791

セグメント利益 2,107,438 503,889 2,611,328 △2,728 2,608,600

セグメント資産 12,231,869 6,934,590 19,166,460 ― 19,166,460

その他の項目   

減価償却費 121,694 ― 121,694 ― 121,694

減損損失 1,048,066 ― 1,048,066 ― 1,048,066

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

168,239 ― 168,239 ― 168,239
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

    該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

    該当事項はありません。 

 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

    該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株あたり純資産額 760.89円 758.48円 

１株当たり当期純利益金額 114.37円 38.34円 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

 当期純利益(千円) 1,675,077 561,493 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

 普通株式に係る当期純利益(千円) 1,675,077 561,493 

 普通株式の期中平均株式数(株) 14,645,569 14,645,133 

 (注)３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 11,143,458 11,107,948 

 普通株式に係る期末の純資産額(千円) 11,143,458 11,107,948 

 普通株式の発行済株式数(株) 17,498,200 17,498,200 

 普通株式の自己株式数(株) 2,852,939 2,853,182 

 １株当たり純資産の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株) 

14,645,261 14,645,018 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職

給付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項につ

いては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,938,769 3,065,347

売掛金 23,638 17,307

割賦売掛金 6,094,821 6,420,527

商品及び製品 1,841,516 1,851,202

原材料及び貯蔵品 29,243 31,993

前払費用 166,825 201,893

繰延税金資産 266,923 243,512

その他 9,117 12,876

流動資産合計 11,370,856 11,844,660

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,001,424 1,928,203

減価償却累計額 △1,338,045 △1,381,125

建物（純額） 663,379 547,078

車両運搬具 1,141 1,141

減価償却累計額 △1,095 △1,106

車両運搬具（純額） 45 34

工具、器具及び備品 187,453 174,891

減価償却累計額 △146,399 △134,403

工具、器具及び備品（純額） 41,054 40,487

土地 2,390,767 1,447,508

有形固定資産合計 3,095,246 2,035,107

無形固定資産   

ソフトウエア 35,501 62,035

無形固定資産合計 35,501 62,035

投資その他の資産   

投資有価証券 1,242 126,176

関係会社株式 236,640 236,640

長期前払費用 1,672 5,149

敷金及び保証金 766,166 750,493

会員権 5,710 3,210

繰延税金資産 64,349 56,073

その他 － 185

投資その他の資産合計 1,075,781 1,177,929

固定資産合計 4,206,528 3,275,073

資産合計 15,577,384 15,119,733
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 325,136 282,952

未払金 648,062 662,913

未払費用 114,375 108,787

未払法人税等 811,046 424,890

未払消費税等 88,366 37,104

前受金 1,209,950 1,212,598

預り金 40,707 43,039

賞与引当金 254,000 260,000

役員賞与引当金 16,000 13,800

販売促進引当金 122,940 119,570

割賦未実現利益 996,812 1,069,704

資産除去債務 80,597 73,517

流動負債合計 4,707,993 4,308,879

固定負債   

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 137,676 141,410

固定負債合計 144,216 147,950

負債合計 4,852,210 4,456,830

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金   

資本準備金 1,547,963 1,547,963

資本剰余金合計 1,547,963 1,547,963

利益剰余金   

利益準備金 275,125 275,125

その他利益剰余金   

別途積立金 5,000,000 5,000,000

繰越利益剰余金 5,160,631 5,079,734

利益剰余金合計 10,435,756 10,354,859

自己株式 △2,474,494 △2,474,725

株主資本合計 10,725,174 10,644,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 18,856

評価・換算差額等合計 － 18,856

純資産合計 10,725,174 10,662,903

負債純資産合計 15,577,384 15,119,733
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 17,539,641 16,751,927

売上原価   

商品期首たな卸高 1,899,980 1,841,516

当期商品仕入高 4,716,093 4,573,857

当期仕立加工高 1,292,287 1,192,471

金融サービス売上原価 168,256 186,531

合計 8,076,617 7,794,377

商品期末たな卸高 1,841,516 1,851,202

売上原価合計 6,235,101 5,943,175

売上総利益 11,304,539 10,808,752

販売費及び一般管理費 8,469,457 8,265,393

営業利益 2,835,082 2,543,359

営業外収益   

受取利息 293 421

受取事務手数料 25,519 25,331

信販取次手数料 32,460 48,294

雑収入 14,050 12,754

営業外収益合計 72,324 86,801

営業外費用   

支払利息 342 －

雑損失 4,045 2,663

営業外費用合計 4,388 2,663

経常利益 2,903,018 2,627,497

特別損失   

固定資産除却損 1,204 12,440

減損損失 － 1,048,066

災害による損失 7,084 －

特別損失合計 8,289 1,060,506

税引前当期純利益 2,894,729 1,566,990

法人税、住民税及び事業税 1,230,088 1,011,523

法人税等調整額 18,448 21,263

法人税等合計 1,248,536 1,032,787

当期純利益 1,646,192 534,203

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成25年3月期　決算短信

- 23 -



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,215,949 1,215,949

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,215,949 1,215,949

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,547,963 1,547,963

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,547,963 1,547,963

その他資本剰余金   

当期首残高 2 －

当期変動額   

自己株式の消却 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

当期首残高 1,547,966 1,547,963

当期変動額   

自己株式の消却 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 1,547,963 1,547,963

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 275,125 275,125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 275,125 275,125

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 5,000,000 5,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000,000 5,000,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,995,556 5,160,631

当期変動額   

剰余金の配当 △615,120 △615,099

当期純利益 1,646,192 534,203

自己株式の消却 △865,997 －

当期変動額合計 165,074 △80,896

当期末残高 5,160,631 5,079,734

利益剰余金合計   

当期首残高 10,270,681 10,435,756

当期変動額   

剰余金の配当 △615,120 △615,099

当期純利益 1,646,192 534,203

自己株式の消却 △865,997 －

当期変動額合計 165,074 △80,896

当期末残高 10,435,756 10,354,859
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △3,340,015 △2,474,494

当期変動額   

自己株式の取得 △478 △231

自己株式の消却 866,000 －

当期変動額合計 865,521 △231

当期末残高 △2,474,494 △2,474,725

株主資本合計   

当期首残高 9,694,582 10,725,174

当期変動額   

剰余金の配当 △615,120 △615,099

当期純利益 1,646,192 534,203

自己株式の取得 △478 △231

当期変動額合計 1,030,592 △81,127

当期末残高 10,725,174 10,644,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 18,856

当期変動額合計 － 18,856

当期末残高 － 18,856

評価・換算差額等合計   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 18,856

当期変動額合計 － 18,856

当期末残高 － 18,856

純資産合計   

当期首残高 9,694,582 10,725,174

当期変動額   

剰余金の配当 △615,120 △615,099

当期純利益 1,646,192 534,203

自己株式の取得 △478 △231

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 18,856

当期変動額合計 1,030,592 △62,271

当期末残高 10,725,174 10,662,903
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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．その他 

  (1)役員の異動 

①代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動（平成25年6月25日付） 

 ・新任取締役候補 

    取締役営業副本部長 兼営業１部長  橋本
はしもと

 和之
かずゆき

  

（現 営業副本部長 兼営業１部長） 

     

  (2)その他 

   該当事項はありません。 
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