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１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６月30日）

（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 ％

27年３月期第１四半期 3,486 △12.4 137 △70.5 154 △68.1 102 △65.7

26年３月期第１四半期 3,978 △2.8 467 △27.8 485 △26.4 299 △26.6

(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 100百万円(△65.1％) 26年３月期第１四半期 288百万円(△29.4％)

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

27年３月期第１四半期 7.88 ―
26年３月期第１四半期 20.44 ―

（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

27年３月期第１四半期 18,102 8,651 47.8 724.41
26年３月期 19,826 11,724 59.1 800.60

(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 8,651百万円 26年３月期 11,724百万円

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00
27年３月期 ―

27年３月期(予想) 12.00 ― 30.00 42.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）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) 27年３月期１Ｑ 16,498,200株 26年３月期 17,498,200株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 4,555,024株 26年３月期 2,853,674株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 13,041,512株 26年３月期１Ｑ 14,645,018株

※ 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、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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」
をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結会計期間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緩やかな回復基調とな

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駆け込み需要の反動の影響等により、依然

として先行きが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。

このようななか、当社グループでは販売力の強化を図るとともに、商品構成、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、消費税増税後の反動減の影響もあり、受注高は前年同期比 31.0％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も、前年同期比1.6％減となりました。

以上により、和装関連事業の受注高は、前年同期比 12.5％減の 3,403 百万円となりました。また売上高（出荷高）

については、12.8％減の3,320百万円となりました。

利益面においては、粗利益率は前年同期と比べ 1.8 ポイント低下し 62.2％となりました。販売費及び一般管理費に

ついては、広告宣伝費は減少したものの人件費が増加したことにより、対売上高比では 6.6 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95.5％減の15百万円となりました。

〔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 2.4％減の166 百万円、営業利益は 2.8％減の 121 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12.4％減の3,486百万円、営業利益は

70.5％減の137百万円、経常利益は68.1％減の154百万円、四半期純利益は65.7％減の102百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 7.3％減少し、13,867 百万円となりました。これは、有価証券が 600 百万

円、売掛金が 16 百万円それぞれ増加し、現金及び預金が 1,667 百万円、商品及び製品が 122 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 12.9％減少し、4,234 百万円となりました。これは、投資有価証券が 602

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8.7％減少し、18,102百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 17.2％増加し、9,301 百万円となりました。これは、短期借入金が 1,500

百万円、前受金が 73 百万円、預り金が 70 百万円それぞれ増加し、未払法人税等が 288 百万円、買掛金が 164 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9.1％減少し、148百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて16.6％増加し、9,450百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 26.2％減少し、8,651 百万円となりました。これは、自己株式の取得及

び自己株式の消却により利益剰余金が1,273百万円減少し、自己株式が1,796百万円増加したことなどによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点におきましては、平成26年4月24日に発表した業績予想から変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）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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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,260,810 2,593,807

売掛金 41,387 57,775

割賦売掛金 6,598,775 6,606,610

有価証券 1,818,851 2,419,249

商品及び製品 1,774,567 1,652,389

原材料及び貯蔵品 33,549 37,403

その他 433,564 499,992

流動資産合計 14,961,507 13,867,229

固定資産

有形固定資産

土地 1,447,508 1,447,508

その他（純額） 547,095 545,235

有形固定資産合計 1,994,603 1,992,743

無形固定資産 61,174 56,580

投資その他の資産

投資有価証券 1,992,989 1,390,498

敷金及び保証金 741,033 731,217

その他 77,660 65,230

貸倒引当金 △2,646 △1,315

投資その他の資産合計 2,809,037 2,185,631

固定資産合計 4,864,815 4,234,955

資産合計 19,826,322 18,102,184
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 517,153 352,478

短期借入金 - 1,500,000

未払法人税等 372,933 84,222

前受金 1,154,220 1,228,098

預り金 3,684,802 3,754,876

賞与引当金 250,000 124,000

役員賞与引当金 9,660 -

販売促進引当金 129,550 184,420

割賦未実現利益 1,026,683 1,030,672

資産除去債務 57,066 74,001

その他 736,608 969,133

流動負債合計 7,938,679 9,301,904

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 156,561 141,780

繰延税金負債 192 182

固定負債合計 163,293 148,502

負債合計 8,101,973 9,450,407

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 11,263,954 9,990,444

自己株式 △2,475,252 △4,272,018

株主資本合計 11,712,907 8,642,631

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,442 9,146

その他の包括利益累計額合計 11,442 9,146

純資産合計 11,724,349 8,651,777

負債純資産合計 19,826,322 18,102,184
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高 3,978,762 3,486,883

売上原価 1,418,423 1,303,738

売上総利益 2,560,338 2,183,145

販売費及び一般管理費 2,092,782 2,045,329

営業利益 467,555 137,815

営業外収益

受取利息 873 746

受取配当金 1,165 2,872

信販取次手数料 14,173 14,351

雑収入 1,632 2,873

営業外収益合計 17,843 20,843

営業外費用

支払利息 - 536

自己株式取得費用 - 2,910

雑損失 292 477

営業外費用合計 292 3,923

経常利益 485,106 154,736

特別損失

固定資産除却損 4 4,847

特別損失合計 4 4,847

税金等調整前四半期純利益 485,101 149,888

法人税、住民税及び事業税 225,802 71,357

法人税等調整額 △40,099 △24,294

法人税等合計 185,702 47,062

少数株主損益調整前四半期純利益 299,399 102,825

四半期純利益 299,399 102,825
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四半期連結包括利益計算書

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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 299,399 102,825

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,322 △2,296

その他の包括利益合計 △11,322 △2,296

四半期包括利益 288,077 100,529

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 288,077 100,529

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

１．自己株式の取得

当社は、平成 26 年 4 月 30 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得を行うことを決議し、5月1日に実施いたしました。この結

果、自己株式が2,733,715千円増加しております。

２．自己株式の消却

当社は、平成 26 年 5 月 14 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却を行

うことを決議し、5 月 30 日に実施いたしました。この結果、自己株式が 937,000 千円、利益剰余金が 937,000

千円それぞれ減少しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年6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。

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。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(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 3,808,568 170,193 3,978,762 ― 3,978,762

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 5,661 5,661 △5,661 ―

計 3,808,568 175,855 3,984,424 △5,661 3,978,762

セグメント利益 340,974 125,377 466,351 1,203 467,555
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当第１四半期連結累計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年6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。

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。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(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 3,320,734 166,149 3,486,883 ― 3,486,883

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 5,999 5,999 △5,999 ―

計 3,320,734 172,148 3,492,883 △5,999 3,486,883

セグメント利益 15,455 121,921 137,377 438 137,815

- 9 -

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成27年3月期　第１四半期決算短信


