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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26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 ％

26年３月期 16,471 △1.3 2,033 △22.0 2,106 △21.2 1,239 120.8

25年３月期 16,688 △4.5 2,608 △10.2 2,672 △9.5 561 △66.5

(注) 包括利益 26年３月期 1,232百万円( 112.5％) 25年３月期 579百万円( △65.4％)

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 ％ ％ ％

26年３月期 84.67 ― 10.9 10.8 12.3
25年３月期 38.34 ― 5.0 13.8 15.6

(参考) 持分法投資損益 26年３月期 ―百万円 25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

26年３月期 19,826 11,724 59.1 800.60
25年３月期 19,166 11,107 58.0 758.48

(参考) 自己資本 26年３月期 11,724百万円 25年３月期 11,107百万円

（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

26年３月期 1,295 △269 △616 5,479

25年３月期 1,183 △361 △617 5,070

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 ％ ％

25年３月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00 615 109.5 5.5
26年３月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00 615 49.6 5.4

27年３月期(予想) ― 12.00 ― 30.00 42.00 48.4

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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) 7,911 △5.5 685 △38.4 713 △38.0 424 △39.4 28.95

通 期 16,930 2.8 2,079 2.2 2,134 1.3 1,270 2.4 86.72



（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 ： 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

（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) 26年３月期 17,498,200株 25年３月期 17,498,200株

② 期末自己株式数 26年３月期 2,853,674株 25年３月期 2,853,182株

③ 期中平均株式数 26年３月期 14,644,800株 25年３月期 14,645,133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）18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26年３月期の個別業績（平成25年４月１日～平成26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 ％

26年３月期 16,542 △1.2 1,966 △22.7 2,061 △21.5 1,212 127.1
25年３月期 16,751 △4.5 2,543 △10.3 2,627 △9.5 534 △67.5

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

円 銭 円 銭

26年３月期 82.82 ―

25年３月期 36.48 ―

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

26年３月期 15,697 11,252 71.7 768.37

25年３月期 15,119 10,662 70.5 728.09

(参考) 自己資本 26年３月期 11,252百万円 25年３月期 10,662百万円

※ 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、政府の経済政策や金融政策の効果により景気回復の兆しが見えてまいりまし

たが、一方で、円安進行による原材料価格上昇や消費税増税による個人消費低迷への懸念があり、依然として先行きが

不透明な状況が続いております。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、商品構成や広告・販促施策の充実化および人材の確保を図り、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３四半期までにおける来店者数および成約率が低下傾向で推移したため、受注高は前

年同期比 4.3％減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服等」の受注高については、店外催事は比較

的堅調に推移したものの店内催事が減少傾向で推移したため、前年同期比 2.2％減となりました。

以上により、和装関連事業の受注高は15,732百万円（前年同期比1.8％減）となりました。また売上高においては、

15,792百万円（前年同期比1.4％減）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0.6ポイント低下

し63.5％となりました。また、販売費及び一般管理費については、広告宣伝費及び人件費を中心に増加しており、対

売上高比では前年同期に比べ2.9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27.4％減

の1,529百万円となりました。

〔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 2.0％増の 678百万円、営業利益は前年同期比 0.1％増の 504百

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1.3％減の16,471百万円、営業利益は

22.0％減の2,033百万円、経常利益は21.2％減の2,106百万円、当期純利益は120.8％増の1,239百万円となりました。

次期の見通し

今後の経済環境につきましては、消費税増税や原材料価格の上昇など、引き続き不透明な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、広告・販促施策を改善し、来店者数の確保

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、営業部門を中心とした人材育成の強化を図ることで、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16,930百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益2,079百万円（前年同期

比2.2％増）、経常利益2,134百万円（前年同期比1.3％増）、当期純利益1,270百万円（前年同期比2.4％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 24/3 期 25/3 期 26/3 期

売上高経常利益率(連結ベース) 20.0% 16.9% 16.0% 12.8%

(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 409 百万円増加し、5,479 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、1,295 百万円の収入（前年同期比 111 百万円増）となり

ました。これは主に税金等調整前当期純利益が 2,096 百万円（前年同期比 484 百万円増）となったこと、法人税等の

支払 890百万円、売上債権の増加 260百万円及び仕入債務の増加 234百万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、269 百万円の支出（前年同期は 361 百万円の支出）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 1,648 百万円、有価証券の償還による収入 1,450 百万円及び有

形固定資産の取得による支出 54 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、616 百万円の支出（前年同期は 617 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 24年 3月期 平成 25年 3月期 平成 26年 3月期

自己資本比率（％） 57.3 58.0 59.1

時価ベースの自己資本比率（％） 74.2 78.9 74.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.0 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 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月期および平成26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。

- 3 -

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成26年3月期　決算短信



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25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,852,523 4,260,810

売掛金 17,307 41,387

割賦売掛金 6,420,527 6,598,775

有価証券 ※1  2,668,207 ※1  1,818,851

商品及び製品 1,851,202 1,774,567

原材料及び貯蔵品 34,294 33,549

繰延税金資産 244,037 219,126

その他 206,131 214,438

流動資産合計 15,294,232 14,961,507

固定資産

有形固定資産

建物 1,928,203 1,927,140

減価償却累計額 △1,381,125 △1,409,640

建物（純額） 547,078 517,499

土地 1,447,508 1,447,508

その他 176,032 179,166

減価償却累計額 △135,510 △149,570

その他（純額） 40,521 29,595

有形固定資産合計 2,035,107 1,994,603

無形固定資産 62,265 61,174

投資その他の資産

投資有価証券 ※1  956,892 ※1  1,992,989

敷金及び保証金 750,493 741,033

繰延税金資産 56,073 61,451

その他 11,394 16,209

貸倒引当金 － △2,646

投資その他の資産合計 1,774,855 2,809,037

固定資産合計 3,872,228 4,864,815

資産合計 19,166,460 19,826,322
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 282,952 517,153

未払法人税等 432,197 372,933

前受金 1,212,598 1,154,220

預り金 3,637,763 3,684,802

賞与引当金 260,000 250,000

役員賞与引当金 13,800 9,660

販売促進引当金 119,570 129,550

割賦未実現利益 1,069,704 1,026,683

資産除去債務 73,517 57,066

その他 808,308 736,608

流動負債合計 7,910,412 7,938,679

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 141,410 156,561

繰延税金負債 149 192

固定負債合計 148,099 163,293

負債合計 8,058,512 8,101,973

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 10,639,118 11,263,954

自己株式 △2,474,725 △2,475,252

株主資本合計 11,088,598 11,712,907

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,349 11,442

その他の包括利益累計額合計 19,349 11,442

純資産合計 11,107,948 11,724,349

負債純資産合計 19,166,460 19,826,322
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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24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

売上高 16,688,791 16,471,351

売上原価 5,943,175 5,959,874

売上総利益 10,745,616 10,511,476

販売費及び一般管理費 ※1  8,137,016 ※1  8,477,898

営業利益 2,608,600 2,033,578

営業外収益

受取利息 5,435 4,004

受取配当金 － 1,889

信販取次手数料 48,294 55,770

雑収入 12,754 13,278

営業外収益合計 66,484 74,942

営業外費用

雑損失 2,677 2,382

営業外費用合計 2,677 2,382

経常利益 2,672,407 2,106,138

特別損失

固定資産除却損 ※2  12,440 ※2  10,010

減損損失 ※3  1,048,066 －

特別損失合計 1,060,506 10,010

税金等調整前当期純利益 1,611,901 2,096,128

法人税、住民税及び事業税 1,028,996 832,226

法人税等調整額 21,410 23,977

法人税等合計 1,050,407 856,204

少数株主損益調整前当期純利益 561,493 1,239,924

当期純利益 561,493 1,239,924
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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24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 561,493 1,239,924

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18,327 △7,907

その他の包括利益合計 ※1  18,327 ※1  △7,907

包括利益 579,821 1,232,016

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 579,821 1,232,016

少数株主に係る包括利益 - －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,215,949 1,708,256 10,692,724 △2,474,494 11,142,436 1,022 1,022 11,143,458

当期変動額

剰余金の配当 △615,099 △615,099 △615,099

当期純利益 561,493 561,493 561,493

自己株式の取得 △231 △231 △231

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
18,327 18,327 18,327

当期変動額合計 ― ― △53,606 △231 △53,837 18,327 18,327 △35,509

当期末残高 1,215,949 1,708,256 10,639,118 △2,474,725 11,088,598 19,349 19,349 11,107,948

（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,215,949 1,708,256 10,639,118 △2,474,725 11,088,598 19,349 19,349 11,107,948

当期変動額

剰余金の配当 △615,088 △615,088 △615,088

当期純利益 1,239,924 1,239,924 1,239,924

自己株式の取得 △527 △527 △527

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△7,907 △7,907 △7,907

当期変動額合計 ― ― 624,835 △527 624,308 △7,907 △7,907 616,400

当期末残高 1,215,949 1,708,256 11,263,954 △2,475,252 11,712,907 11,442 11,442 11,724,349
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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24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26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 1,611,901 2,096,128

減価償却費 121,694 114,604

減損損失 1,048,066 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2,646

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △10,000

販売促進引当金の増減額（△は減少） △3,370 9,980

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,200 △4,140

受取利息及び受取配当金 △5,435 △5,893

有形固定資産除却損 8,521 10,010

売上債権の増減額（△は増加） △316,727 △260,705

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,641 77,379

仕入債務の増減額（△は減少） △42,183 234,200

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 72,892 △43,021

未払消費税等の増減額（△は減少） △51,337 493

預り金の増減額（△は減少） 152,943 47,039

その他 4,781 △89,091

小計 2,592,905 2,179,629

利息及び配当金の受取額 5,414 6,267

法人税等の支払額 △1,414,355 △890,529

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,183,964 1,295,368

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 500,000 1,450,000

有形固定資産の取得による支出 △114,646 △54,347

有形固定資産の除却による支出 △13,350 △3,700

投資有価証券の取得による支出 △695,991 △1,648,509

敷金の差入による支出 △12,112 △5,846

敷金の回収による収入 28,269 8,422

貸付けによる支出 △2,300 △8,042

貸付金の回収による収入 1,777 2,125

その他 △52,683 △9,528

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,036 △269,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △231 △527

配当金の支払額 △616,956 △616,215

財務活動によるキャッシュ・フロー △617,187 △616,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 205,739 409,200

現金及び現金同等物の期首残高 4,864,561 5,070,301

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,070,301 ※1  5,479,501
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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）

該当事項はありません。

（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25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年３月31日)

有価証券 1,250,430千円 600,160千円

投資有価証券 600,550 1,350,705

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25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26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24年４月１日

至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日)

広告宣伝費 1,597,621千円 1,739,832千円

販売促進費 1,021,164 1,070,947

給与手当 2,485,326 2,614,010

減価償却費 120,845 113,940

賃借料 858,800 852,083

賞与引当金繰入額 260,000 250,000

役員賞与引当金繰入額 13,800 9,660

販売促進引当金繰入額 119,190 129,200

貸倒引当金繰入額 － 2,646

※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24年４月１日

至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日)

建物 8,297千円 9,989千円

工具器具備品 224 21

ソフトウェア 3,918 －

計 12,440 10,010
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※３ 減損損失

前連結会計年度（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・フローを生み出す最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。

当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

（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24年４月１日

至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 28,427千円 △12,308千円

組替調整額 ― ―

税効果調整前 28,427 △12,308

税効果額 △10,099 4,400

その他有価証券評価差額金 18,327 △7,907

その他の包括利益合計 18,327 △7,907
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（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17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

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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当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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） 2,853,182 492 ― 2,853,674

（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 492 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25年6月25日

定時株主総会
普通株式 439,350 30 平成25年3月31日 平成25年6月26日

平成25年10月16日

取締役会
普通株式 175,737 12 平成25年9月30日 平成25年12月3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26年6月25日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 439,335 30 平成26年3月31日 平成26年6月26日

(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24年４月１日

至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日)

現金及び預金勘定 3,852,523千円 4,260,810千円

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)
1,217,777 1,218,691

現金及び現金同等物 5,070,301 5,479,501

- 15 -

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成26年3月期　決算短信



(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。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表計上額
(注)２和装関連事業

金融サービス

事業
計

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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当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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。

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26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
調整額
(注)１

連結財務諸表計上額
(注)２和装関連事業

金融サービス

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 15,792,404 678,947 16,471,351 ― 16,471,351

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 27,102 27,102 △27,102 ―

計 15,792,404 706,049 16,498,453 △27,102 16,471,351

セグメント利益 1,529,410 504,327 2,033,737 △159 2,033,578

セグメント資産 12,678,983 7,147,338 19,826,322 ― 19,826,322

その他の項目

減価償却費 114,604 ― 114,604 ― 114,604

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

63,875 ― 63,875 ― 63,875
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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。

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

該当事項はありません。

【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。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 758.48円 800.60円

１株当たり当期純利益金額 38.34円 84.67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24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当期純利益(千円) 561,493 1,239,924

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) 561,493 1,239,924

普通株式の期中平均株式数(株) 14,645,133 14,644,800

(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24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 11,107,948 11,724,349

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 11,107,948 11,724,349

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) 2,853,182 2,853,674

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)

14,645,018 14,644,526

(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25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,065,347 3,493,324

売掛金 17,307 41,387

割賦売掛金 6,420,527 6,598,775

商品及び製品 1,851,202 1,774,567

原材料及び貯蔵品 31,993 32,343

前払費用 201,893 196,019

繰延税金資産 243,512 218,396

その他 12,876 25,465

流動資産合計 11,844,660 12,380,279

固定資産

有形固定資産

建物 1,928,203 1,927,140

減価償却累計額 △1,381,125 △1,409,640

建物（純額） 547,078 517,499

車両運搬具 1,141 1,141

減価償却累計額 △1,106 △1,118

車両運搬具（純額） 34 22

工具、器具及び備品 174,891 178,025

減価償却累計額 △134,403 △148,452

工具、器具及び備品（純額） 40,487 29,572

土地 1,447,508 1,447,508

有形固定資産合計 2,035,107 1,994,603

無形固定資産

ソフトウエア 62,035 61,147

無形固定資産合計 62,035 61,147

投資その他の資産

投資有価証券 126,176 212,099

関係会社株式 236,640 236,640

長期前払費用 5,149 4,471

敷金及び保証金 750,493 741,033

繰延税金資産 56,073 61,451

その他 3,395 8,887

貸倒引当金 － △2,646

投資その他の資産合計 1,177,929 1,261,937

固定資産合計 3,275,073 3,317,688

資産合計 15,119,733 15,697,968
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 282,952 517,153

未払金 662,913 577,599

未払費用 108,787 126,479

未払法人税等 424,890 363,314

未払消費税等 37,104 36,866

前受金 1,212,598 1,154,220

預り金 43,039 33,813

賞与引当金 260,000 250,000

役員賞与引当金 13,800 9,660

販売促進引当金 119,570 129,550

割賦未実現利益 1,069,704 1,026,683

資産除去債務 73,517 57,066

流動負債合計 4,308,879 4,282,407

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 141,410 156,561

固定負債合計 147,950 163,101

負債合計 4,456,830 4,445,508

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 5,079,734 5,677,583

利益剰余金合計 10,354,859 10,952,708

自己株式 △2,474,725 △2,475,252

株主資本合計 10,644,046 11,241,368

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,856 11,090

評価・換算差額等合計 18,856 11,090

純資産合計 10,662,903 11,252,459

負債純資産合計 15,119,733 15,697,968
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

売上高 16,751,927 16,542,942

売上原価

商品期首たな卸高 1,841,516 1,851,202

当期商品仕入高 4,573,857 4,556,060

当期仕立加工高 1,192,471 1,134,385

金融サービス売上原価 186,531 192,794

合計 7,794,377 7,734,442

商品期末たな卸高 1,851,202 1,774,567

売上原価合計 5,943,175 5,959,874

売上総利益 10,808,752 10,583,067

販売費及び一般管理費 8,265,393 8,616,271

営業利益 2,543,359 1,966,796

営業外収益

受取利息 421 438

受取配当金 － 1,889

受取事務手数料 25,331 25,680

信販取次手数料 48,294 55,770

雑収入 12,754 13,278

営業外収益合計 86,801 97,057

営業外費用

雑損失 2,663 2,372

営業外費用合計 2,663 2,372

経常利益 2,627,497 2,061,481

特別損失

固定資産除却損 12,440 10,010

減損損失 1,048,066 －

特別損失合計 1,060,506 10,010

税引前当期純利益 1,566,990 2,051,470

法人税、住民税及び事業税 1,011,523 814,502

法人税等調整額 21,263 24,030

法人税等合計 1,032,787 838,533

当期純利益 534,203 1,212,937
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 1,215,949 1,547,963 1,547,963 275,125 5,000,000 5,160,631 10,435,756

当期変動額

剰余金の配当 △615,099 △615,099

当期純利益 534,203 534,203

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △80,896 △80,896

当期末残高 1,215,949 1,547,963 1,547,963 275,125 5,000,000 5,079,734 10,354,859

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △2,474,494 10,725,174 ― ― 10,725,174

当期変動額

剰余金の配当 △615,099 △615,099

当期純利益 534,203 534,203

自己株式の取得 △231 △231 △231

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
18,856 18,856 18,856

当期変動額合計 △231 △81,127 18,856 18,856 △62,271

当期末残高 △2,474,725 10,644,046 18,856 18,856 10,662,903
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当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 1,215,949 1,547,963 1,547,963 275,125 5,000,000 5,079,734 10,354,859

当期変動額

剰余金の配当 △615,088 △615,088

当期純利益 1,212,937 1,212,937

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 597,849 597,849

当期末残高 1,215,949 1,547,963 1,547,963 275,125 5,000,000 5,677,583 10,952,708

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △2,474,725 10,644,046 18,856 18,856 10,662,903

当期変動額

剰余金の配当 △615,088 △615,088

当期純利益 1,212,937 1,212,937

自己株式の取得 △527 △527 △527

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△7,765 △7,765 △7,765

当期変動額合計 △527 597,322 △7,765 △7,765 589,556

当期末残高 △2,475,252 11,241,368 11,090 11,090 11,252,459

- 23 -

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成26年3月期　決算短信



(4)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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