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１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27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 ％

27年３月期 13,792 △16.3 637 △68.7 719 △65.8 414 △66.6

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

(注) 包括利益 27年３月期 461百万円(△62.5％) 26年３月期 1,232百万円( 112.5％)

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 ％ ％ ％

27年３月期 33.90 ― 4.0 3.8 4.6
26年３月期 84.67 ― 10.9 10.8 12.3

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 ―百万円 26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

27年３月期 17,731 8,869 50.0 742.64
26年３月期 19,826 11,724 59.1 800.60

(参考) 自己資本 27年３月期 8,869百万円 26年３月期 11,724百万円

（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

27年３月期 364 △194 △1,817 3,832

26年３月期 1,295 △269 △616 5,479

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 ％ ％

26年３月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00 615 49.6 5.4
27年３月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00 501 123.9 5.4

28年３月期(予想) ― 12.00 ― 30.00 42.00 48.4

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 7,668 2.8 333 △39.2 360 △38.5 231 △39.2 19.34

通 期 16,062 16.5 1,554 143.9 1,610 123.8 1,037 150.4 86.83



（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) 27年３月期 15,498,200株 26年３月期 17,498,200株

② 期末自己株式数 27年３月期 3,555,274株 26年３月期 2,853,674株

③ 期中平均株式数 27年３月期 12,216,926株 26年３月期 14,644,800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27年３月期の個別業績（平成26年４月１日～平成27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 ％

27年３月期 13,852 △16.3 579 △70.6 681 △66.9 390 △67.8

26年３月期 16,542 △1.2 1,966 △22.7 2,061 △21.5 1,212 127.1

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

27年３月期 31.95 ―
26年３月期 82.82 ―

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 13,448 8,373 62.3 701.14
26年３月期 15,697 11,252 71.7 768.37

(参考) 自己資本 27年３月期 8,373百万円 26年３月期 11,252百万円

※ 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企業収益や雇用環境に改善が見られ、

緩やかな回復傾向となりました。一方で、消費税増税による消費減退の長期化や、円安に伴う物価の上昇などにより個

人消費は低調に推移するなど、依然として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、消費税増税後の消費減退が長期化した影響もあり、来店者数が伸び悩み、受注高は前年

同期比 29.6％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 7.9％減となりました。

以上により、和装関連事業の受注高は12,985百万円（前年同期比17.5％減）となりました。また売上高においては、

13,136百万円（前年同期比16.8％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0.8ポイント低

下し62.7％となりました。また、販売費及び一般管理費については、広告宣伝費を中心に経費の削減を図ってまいり

ましたが、対売上高比では前年同期に比べ7.7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89.6％減の158百万円となりました。

〔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 3.3％減の 656百万円、営業利益は前年同期 4.8％減の 480百万

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16.3％減の13,792百万円、営業利益は

68.7％減の637百万円、経常利益は65.8％減の719百万円、当期純利益は66.6％減の414百万円となりました。

次期の見通し

今後の経済環境につきましては、消費マインドの低迷や円安による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、来店者数の回復

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16,062百万円（前年同期比16.5％増）、営業利益1,554百万円（前年同期

比143.9％増）、経常利益1,610百万円（前年同期比123.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,037百万円（前年同

期比150.4％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 25/3 期 26/3 期 27/3 期

売上高経常利益率(連結ベース) 20.0% 16.0% 12.8% 5.2%

(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 1,647 百万円減少し、3,832 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、364 百万円の収入（前年同期比 930 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 649 百万円（前年同期比 1,446 百万円減）となったこと、法人税等の支

払 741百万円、売上債権の減少 493百万円及び仕入債務の減少 301百万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、194 百万円の支出（前年同期は 269 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 707百万円、有価証券の償還による収入 600 百万円及び有形固

定資産の取得による支出 62百万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、1,817 百万円の支出（前年同期は 616 百万円の支出）と

なりました。これは主に自己株式の取得による支出 2,734 百万円、短期借入金の増加額 1,500 百万円及び配当金の支

払 583百万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 25年 3月期 平成 26年 3月期 平成 27年 3月期

自己資本比率（％） 58.0 59.1 50.0

時価ベースの自己資本比率（％） 78.9 74.8 67.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － 4.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 108.7

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。

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成27年3月期　決算短信

- 3 -



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.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html

3．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国際的な事業展開を行っておりませんので、当面は日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針で

あります。なお、将来のＩＦＲＳ適用につきましては、他社の動向も踏まえながら、適切に対応していく方針であります。
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４．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26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,260,810 2,612,852

売掛金 41,387 8,557

割賦売掛金 6,598,775 6,121,829

有価証券 ※1 1,818,851 ※1 2,769,871

商品及び製品 1,774,567 1,677,559

原材料及び貯蔵品 33,549 17,572

繰延税金資産 219,126 156,306

未収還付法人税等 － 193,676

その他 214,438 185,191

流動資産合計 14,961,507 13,743,416

固定資産

有形固定資産

建物 1,927,140 1,823,895

減価償却累計額 △1,409,640 △1,372,045

建物（純額） 517,499 451,849

土地 1,447,508 1,447,508

その他 179,166 145,981

減価償却累計額 △149,570 △127,100

その他（純額） 29,595 18,880

有形固定資産合計 1,994,603 1,918,238

無形固定資産 61,174 44,845

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 1,992,989 ※1 1,218,548

敷金及び保証金 741,033 746,933

繰延税金資産 61,451 51,425

その他 16,209 8,883

貸倒引当金 △2,646 △1,000

投資その他の資産合計 2,809,037 2,024,791

固定資産合計 4,864,815 3,987,875

資産合計 19,826,322 17,731,292
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 517,153 216,136

短期借入金 － ※2 1,500,000

未払法人税等 372,933 －

前受金 1,154,220 1,137,794

預り金 3,684,802 3,821,708

賞与引当金 250,000 236,000

役員賞与引当金 9,660 4,630

販売促進引当金 129,550 94,010

割賦未実現利益 1,026,683 926,605

資産除去債務 57,066 68,869

その他 736,608 692,363

流動負債合計 7,938,679 8,698,117

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 156,561 157,395

繰延税金負債 192 －

固定負債合計 163,293 163,935

負債合計 8,101,973 8,862,052

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 9,221,421

自己株式 △2,475,252 △3,335,274

株主資本合計 11,712,907 8,810,352

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 58,887

その他の包括利益累計額合計 11,442 58,887

純資産合計 11,724,349 8,869,239

負債純資産合計 19,826,322 17,731,292
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 16,471,351 13,792,650

売上原価 5,959,874 5,088,056

売上総利益 10,511,476 8,704,594

販売費及び一般管理費 ※1 8,477,898 ※1 8,067,486

営業利益 2,033,578 637,108

営業外収益

受取利息 4,004 3,349

受取配当金 1,889 5,158

信販取次手数料 55,770 65,716

雑収入 13,278 17,127

営業外収益合計 74,942 91,352

営業外費用

支払利息 － 3,352

自己株式取得費用 － 2,910

雑損失 2,382 2,690

営業外費用合計 2,382 8,952

経常利益 2,106,138 719,508

特別損失

固定資産除却損 ※2 10,010 ※2 4,998

減損損失 － ※3 64,601

特別損失合計 10,010 69,599

税金等調整前当期純利益 2,096,128 649,908

法人税、住民税及び事業税 832,226 184,909

法人税等調整額 23,977 50,879

法人税等合計 856,204 235,789

少数株主損益調整前当期純利益 1,239,924 414,119

当期純利益 1,239,924 414,119
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,239,924 414,119

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,907 47,444

その他の包括利益合計 ※1 △7,907 ※1 47,444

包括利益 1,232,016 461,564

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,232,016 461,564

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 10,639,118 △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

　当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27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 11,263,954 △2,475,252 11,712,907 11,442 11,442 11,724,349

当期変動額

剰余金の配当 △582,652 △582,652 △582,652

当期純利益 414,119 414,119 414,119

自己株式の取得 △2,734,021 △2,734,021 △2,734,021

自己株式の消却 △1,874,000 1,874,000

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
47,444 47,444 47,444

当期変動額合計 － － △2,042,533 △860,021 △2,902,554 47,444 47,444 △2,855,109

当期末残高 1,215,949 1,708,256 9,221,421 △3,335,274 8,810,352 58,887 58,887 8,869,239
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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 2,096,128 649,908

減価償却費 114,604 111,485

減損損失 － 64,601

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,646 △1,646

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △14,000

販売促進引当金の増減額（△は減少） 9,980 △35,540

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,140 △5,030

受取利息及び受取配当金 △5,893 △8,508

支払利息 － 3,352

有形固定資産除却損 10,010 4,998

売上債権の増減額（△は増加） △260,705 493,350

たな卸資産の増減額（△は増加） 77,379 112,985

仕入債務の増減額（△は減少） 234,200 △301,017

割賦未実現利益の増減額（△は減少） △43,021 △100,077

未払消費税等の増減額（△は減少） 493 64,784

預り金の増減額（△は減少） 47,039 136,905

その他 △89,091 △76,423

小計 2,179,629 1,100,128

利息及び配当金の受取額 6,267 9,010

利息の支払額 － △3,343

法人税等の支払額 △890,529 △741,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,295,368 364,500

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 1,450,000 600,000

有形固定資産の取得による支出 △54,347 △62,679

有形固定資産の除却による支出 △3,700 △15,100

投資有価証券の取得による支出 △1,648,509 △707,152

敷金の差入による支出 △5,846 △87,706

敷金の回収による収入 8,422 85,190

貸付けによる支出 △8,042 △3,050

貸付金の回収による収入 2,125 5,827

その他 △9,528 △9,728

投資活動によるキャッシュ・フロー △269,426 △194,399

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） － 1,500,000

自己株式の取得による支出 △527 △2,734,021

配当金の支払額 △616,215 △583,328

財務活動によるキャッシュ・フロー △616,742 △1,817,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409,200 △1,647,248

現金及び現金同等物の期首残高 5,070,301 5,479,501

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,479,501 ※1 3,832,253
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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26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

有価証券 600,160千円 1,350,470千円

投資有価証券 1,350,705 700,830

※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26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

当座貸越極度額の総額 8,000,000千円 9,000,000千円

貸出実行残高 ― 1,500,000

差引額 8,000,000 7,500,000

(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25年４月１日

至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日)

広告宣伝費 1,739,832千円 1,478,658千円

販売促進費 1,070,947 1,067,483

給与手当 2,614,010 2,628,545

減価償却費 113,940 109,799

賃借料 852,083 842,045

賞与引当金繰入額 250,000 236,000

役員賞与引当金繰入額 9,660 4,630

販売促進引当金繰入額 129,200 88,970

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25年４月１日

至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日)

建物 9,989千円 4,954千円

工具器具備品 21 43

計 10,010 4,998
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※３ 減損損失

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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

場所 用途 種類

(旧)川崎店 川崎市川崎区 処分予定資産 建物等

浜松店 他10店 静岡県浜松市 他10店 店舗 建物等

(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、(旧)川崎店については、(新)川崎店への移転を契機に処分が見込まれる旧店

舗建物等資産の帳簿価額を、それ以外の店舗については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

建物 その他 合計

関東地区 (旧)川崎店 7,519千円 ―千円 7,519千円

関東地区 ２店 5,808 109 5,918

中部地区 ３店 26,927 232 27,159

近畿地区 １店 4,220 54 4,275

四国地区 １店 432 57 490

九州地区 ４店 19,017 221 19,238

計 63,926 674 64,601

(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ますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、

回収可能額はゼロとして評価しております。

（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25年４月１日

至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 △12,308千円 69,219千円

組替調整額 ― ―

税効果調整前 △12,308 69,219

税効果額 4,400 △21,774

その他有価証券評価差額金 △7,907 47,444

その他の包括利益合計 △7,907 47,444
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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

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
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当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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 ― 2,000,000 15,498,200

（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 2,000,000 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） 2,853,674 2,701,600 2,000,000 3,555,274

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の取得による増加 2,701,300 株

単元未満株式の買取りによる増加 300 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 2,000,000 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26年6月25日

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

平成26年10月22日

取締役会
普通株式 143,316 12 平成26年9月30日 平成26年12月2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27年6月24日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 358,287 30 平成27年3月31日 平成27年6月25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25年４月１日

至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日)

現金及び預金勘定 4,260,810千円 2,612,852千円

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)
1,218,691 1,219,401

現金及び現金同等物 5,479,501 3,832,253

(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。

（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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当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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。

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27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 13,136,396 656,254 13,792,650 ― 13,792,650

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 23,991 23,991 △23,991 ―

計 13,136,396 680,246 13,816,642 △23,991 13,792,650

セグメント利益 158,827 480,361 639,189 △2,080 637,108

セグメント資産 11,103,180 6,628,111 17,731,292 ― 17,731,292

その他の項目

減価償却費 111,485 ― 111,485 ― 111,485

減損損失 64,601 ― 64,601 ― 64,601

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

72,407 ― 72,407 ― 72,407
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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。

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27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。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 800.60円 742.64円

１株当たり当期純利益金額 84.67円 33.90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25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当期純利益(千円) 1,239,924 414,119

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) 1,239,924 414,119

普通株式の期中平均株式数(株) 14,644,800 12,216,926

(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25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 11,724,349 8,869,239

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 11,724,349 8,869,239

普通株式の発行済株式数(株) 17,498,200 15,498,200

普通株式の自己株式数(株) 2,853,674 3,555,274

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)

14,644,526 11,942,926

(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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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,493,324 1,785,966

売掛金 41,387 8,557

割賦売掛金 6,598,775 6,121,829

商品及び製品 1,774,567 1,677,559

原材料及び貯蔵品 32,343 15,254

前払費用 196,019 177,932

繰延税金資産 218,396 156,007

未収還付法人税等 － 199,153

その他 25,465 15,571

流動資産合計 12,380,279 10,157,831

固定資産

有形固定資産

建物 517,499 451,849

車両運搬具 22 11

工具、器具及び備品 29,572 18,869

土地 1,447,508 1,447,508

有形固定資産合計 1,994,603 1,918,238

無形固定資産

ソフトウエア 61,147 44,845

無形固定資産合計 61,147 44,845

投資その他の資産

投資有価証券 212,099 287,628

関係会社株式 236,640 236,640

長期前払費用 4,471 373

敷金及び保証金 741,033 746,933

繰延税金資産 61,451 51,391

その他 8,887 5,660

貸倒引当金 △2,646 △1,000

投資その他の資産合計 1,261,937 1,327,627

固定資産合計 3,317,688 3,290,711

資産合計 15,697,968 13,448,543

決算短信 （宝印刷）  2015年04月22日 09時32分 7ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

京都きもの友禅株式会社（7615）　平成27年3月期　決算短信

- 19 -



(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 517,153 216,136

短期借入金 － 1,500,000

未払金 577,599 473,797

未払費用 126,479 116,616

未払法人税等 363,314 －

未払消費税等 36,866 99,947

前受金 1,154,220 1,137,794

預り金 33,813 36,504

賞与引当金 250,000 236,000

役員賞与引当金 9,660 4,630

販売促進引当金 129,550 94,010

割賦未実現利益 1,026,683 926,605

資産除去債務 57,066 68,869

流動負債合計 4,282,407 4,910,911

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 156,561 157,395

固定負債合計 163,101 163,935

負債合計 4,445,508 5,074,846

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 3,000,000

繰越利益剰余金 5,677,583 5,611,232

利益剰余金合計 10,952,708 8,886,357

自己株式 △2,475,252 △3,335,274

株主資本合計 11,241,368 8,314,996

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,090 58,700

評価・換算差額等合計 11,090 58,700

純資産合計 11,252,459 8,373,697

負債純資産合計 15,697,968 13,448,543
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 16,542,942 13,852,908

売上原価 5,959,874 5,088,056

売上総利益 10,583,067 8,764,852

販売費及び一般管理費 8,616,271 8,185,649

営業利益 1,966,796 579,203

営業外収益

受取利息 438 320

受取配当金 1,889 5,158

受取事務手数料 25,680 23,209

信販取次手数料 55,770 65,716

雑収入 13,278 17,127

営業外収益合計 97,057 111,533

営業外費用

支払利息 － 3,352

自己株式取得費用 － 2,910

雑損失 2,372 2,690

営業外費用合計 2,372 8,952

経常利益 2,061,481 681,783

特別損失

固定資産除却損 10,010 4,998

減損損失 － 64,601

特別損失合計 10,010 69,599

税引前当期純利益 2,051,470 612,183

法人税、住民税及び事業税 814,502 171,308

法人税等調整額 24,030 50,574

法人税等合計 838,533 221,882

当期純利益 1,212,937 390,301
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(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
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　当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27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 5,677,583 10,952,708

当期変動額

剰余金の配当 △582,652 △582,652

別途積立金の積立 △2,000,000 2,000,000

当期純利益 390,301 390,301

自己株式の取得

自己株式の消却 △1,874,000 △1,874,000

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △2,000,000 △66,351 △2,066,351

当期末残高 1,215,949 1,547,963 1,547,963 275,125 3,000,000 5,611,232 8,886,357

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 △2,475,252 11,241,368 11,090 11,090 11,252,459

当期変動額

剰余金の配当 △582,652 △582,652

別途積立金の積立

当期純利益 390,301 390,301

自己株式の取得 △2,734,021 △2,734,021 △2,734,021

自己株式の消却 1,874,000

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
47,609 47,609 47,609

当期変動額合計 △860,021 △2,926,372 47,609 47,609 △2,878,762

当期末残高 △3,335,274 8,314,996 58,700 58,700 8,373,697
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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。

６．その他

(1)役員の異動

役員の異動につきましては、本日平成27年4月23日公表の「代表取締役および役員の異動に関する

お知らせ」をご覧下さい。
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