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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

 

回次
第38期
第２四半期
連結累計期間

第38期
第２四半期
連結会計期間

第37期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 7,484,181 4,083,415 16,497,348

経常利益 (千円) 652,127 309,632 2,528,017

四半期(当期)純利益 (千円) 316,848 145,706 1,438,178

純資産額 (千円) ― 11,662,393 11,882,531

総資産額 (千円) ― 18,453,410 19,695,294

１株当たり純資産額 (円) ― 63,067.02 64,255.98

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1,713.74 788.08 7,782.06

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 63.2 60.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 435,865 ― 1,455,473

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 145,304 ― △351,874

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △962,657 ― △1,170,185

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 5,457,037 5,838,526

従業員数 (名) ― 629 587

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれる事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 629

(注) １　連結子会社である株式会社京都きもの友禅友の会及びＫＹクレジットサービス株式会社は、営業活動並

びに事務処理等全て提出会社に委託しており、従業員はおりません。

２　従業員は就業人員であり、定時社員は総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりませ

ん。

 

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 602

(注) 従業員は就業人員であり、定時社員は総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

和装関連事業 3,735,112 1,128,027

金融サービス事業 95,055 506,528

合計 3,830,167 1,634,555

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　金融サービス事業の受注高は、割賦販売斡旋契約に係る会員手数料であります。

３　その他の事業については、事業の性格上、受注高はありません。

４　和装関連事業における受注状況は次のとおりであります。

 

品目別 受注高(千円)

着物・裏地等 1,616,767

帯 734,784

仕立加工 480,746

和装小物 361,501

宝石 444,942

その他 128,980

小計 3,767,724

友の会会員値引き △32,611

合計 3,735,112

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　友の会会員値引きは、連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金(お買物

券)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。

３　受注高には仕立加工等を要しない現金売上高を含んでおります。

 

(2) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円)

和装関連事業 3,867,050

金融サービス事業 99,729

その他の事業 116,636

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

 4/34



合計 4,083,415

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　和装関連事業における販売実績は次のとおりであります。

 

品目別 売上高(千円)

着物・裏地等 1,657,274

帯 768,906

仕立加工 482,977

和装小物 370,690

宝石 533,746

その他 86,067

小計 3,899,661

友の会会員値引き △32,611

合計 3,867,050

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　友の会会員値引きは、連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金(お買物

券)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。

 

(3) 商品仕入実績

和装関連事業における商品仕入実績は次のとおりであります。

 

品目別 仕入高(千円)

着物・裏地等 598,460

帯 192,359

和装小物 150,954

宝石 225,422

その他 14,096

合計 1,181,293

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　上記反物等にかかる仕立加工は全て外注をしており、その金額は当第２四半期連結会計期間260,101千

円であります。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものであります。
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(１)業績の状況

当第２四半期連結会計期間において、当社グループは和装関連事業を中心として、商品政策・広

告戦略の改善等、積極的に推し進めてまいりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

〔和装関連事業〕

主力の「振袖」販売については、繁忙期の８月以降を中心として、商品ラインナップの充実化及

び広告プロモーションの強化等を図ったことにより、来店者数は継続的に増加傾向で推移いたしま

した。また、既存顧客を対象とした「一般呉服」販売についても、厳しい業界環境が続く中、店舗内

催事を中心に好調に推移いたしました。

以上により、和装関連事業の受注高は、3,735百万円となりました。また売上高（出荷高）におい

ては、3,867百万円となりました。

利益面においては、売上総利益は2,448百万円となりました。販売費及び一般管理費においては、

繁忙期における広告プロモーションの強化及び中長期的な成長の為の各種テストマーケティング

費用、リサーチ費用等を投入した為、広告宣伝費、販売促進費を中心として増加しており、営業利益

は191百万円となりました。

〔金融サービス事業〕

金融子会社「ＫＹクレジットサービス㈱」による、当社の顧客に対する割賦販売斡旋業務の取扱

が稼働後４年目となり、売上高は99百万円、営業利益は81百万円となりました。

〔その他の事業〕

人材派遣・紹介事業を営む「就職エージェント㈱」の売上高は116百万円、営業利益は11百万円

となりました。

 

この結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高は4,083百万円、営業利益は270百万

円、経常利益は309百万円、四半期純利益は145百万円となりました。

 

(２)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、5,457百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間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

当第２四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、718百万円の収入となり

ました。これは主に税金等調整前四半期純利益が273百万円となったこと、仕入債務の増加142百

万円、売上債権等の減少120百万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

当第２四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、68百万円の収入となりま

した。これは主に「友の会」運営のための法務局供託のための中期国債を中心とした有価証券の

取得及び償還（「投資有価証券の取得による支出」及び「有価証券の償還による収入」）によ
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る純収入149百万円、有形固定資産の取得による支出90百万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

当第２四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、574百万円の支出となり

ました。これは主に金融子会社「ＫＹクレジットサービス㈱」の短期借入れによる純支出450百

万円、配当金の支払119百万円によるものであります。

 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(４)研究開発活動

特に記載すべき事項はありません。

 

(５)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な

変更及び新たに生じたものはありません。なお、経営戦略の現状と見通しは、下記（７）のとおりで

あります。

 

(６)資本の財源及び資金の流動性についての分析

①資金調達の方法

当社グループの運転資金につきましては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を原資とし

て、必要な場合は金融機関からの短期的な借入を行い、調達することとしております。

②流動性について

当第２四半期連結会計期間末において、現金及び預金が3,660百万円、有価証券が3,180百万円

あり、預入期間が３ヶ月を超える定期預金及び担保預金32百万円及びＭＭＦ以外の有価証券

1,352　百万円を除くと、現金及び現金同等物は5,457百万円となっております。キャッシュ・フ

ローの状況は、上記（２）のとおりであります。

 

(７)経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、和装関連事業において店舗展開、企業ブランド・知名度の向上、「一般

呉服」販売の拡大等を主な問題点として認識しておりますが、平成20年９月11日付で当社内に「経

営委員会」を新設いたしました。これは、直面する経営環境の変化に即応するための経営体制の強

化を図り、経営戦略をより一層充実したものとすることを目的とした機構改革であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

①設備の新設

当第２四半期連結会計期間に以下の設備を取得いたしました。

提出会社

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

 
区分
 

 
床面積
(㎡)

帳簿価額(千円)
完了
年月

従業
員数
(人)建　物

その他の
有形固定
資産

敷金及び
保証金

合計

店舗
浜松店

(浜松市中区)
和装関連事業

移転
(賃借)

166.9729,5441,147 9,09139,783
平成20年
７月

８

店舗
仙台店

(仙台市青葉区)
和装関連事業

移転
(賃借)

288.0314,931 910 20,38836,230
平成20年
８月

14

店舗
千葉店

(千葉市中央区)
和装関連事業

移転
(賃借)

324.9510,727 582 11,79623,106
平成20年
９月

16

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

②設備の改修等

当第２四半期連結会計期間に以下の設備を改修いたしました。

提出会社

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

 
区分
 

 
事由
 

帳簿価額(千円)

建　物
その他の
有形固定資産

合計

店舗
町田店

(東京都町田市)
和装関連事業

改装
(賃借)

内部造作等改装 8,009 ― 8,009

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

第１四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、当第２

四半期連結会計期間に重要な変更があったものは、ありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は以下の通

りです。

提出会社

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

区分

投資予定額(千円)

資金調達
方法

着手
年月

完了予定
年月

総額 既支払額

店舗
池袋店

(東京都豊島区)
和装関連事業

移転
(賃借)

20,000 ― 自己資金 平成20年12月平成20年12月

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 726,160

計 726,120

(注)　平成20年10月８日開催の取締役会において、株券電子化の直前の日付で普通株式１株を100株に分割するこ

とを決議いたしました。これにより、発行可能株式総数は71,885,840株増加し、72,612,000株となります。

株券電子化の直前の日とは、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律

等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。) の施行日を実務界で実

施目標日としている平成21年１月５日(月)と仮定すると、基準日は平成21年１月３日(土) 、効力発生日は

平成21年１月４日(日)となります。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成20年11月５日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 184,982 同左
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 184,982 同左 ― ―

(注) １　「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使

により発行された株式数は含まれておりません。

２　決済合理化法に基づき平成21年１月に予定されている上場会社の株券の電子化に対応するため、端株の

解消が必要となることから、平成20年10月８日開催の取締役会において、株券電子化の直前の日付で普

通株式１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制度を導入することを決議いたし

ました。当該株式分割により、株券電子化の直前の日付で、発行済株式総数は18,313,218株増加し、

18,498,200株となります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法に基づき新株予約権を発行しております。

株主総会の特別決議日（平成16年６月17日）

 
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個)   674(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,348(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり120,000(注)２

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

 9/34



新株予約権の行使期間
　平成18年６月18日～
平成21年６月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　120,000
資本組入額　 60,000

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、
当社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあること
を要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに
準ずる正当な理由がある場合にはこの限りではない。
新株予約権の割当を受けたものが死亡した場合は、相続人
は、これを行使することはできないものとする。
その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基
づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「新株
予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものと
する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、２株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により、１株当たり

の払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額
×

１株当たりの時価
既発行株式数＋新株発行株式数

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年９月30日 ― 184,982 ― 1,215,949 ― 1,547,963
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

オリンパス　シルク　ホールディ
ングス　スリーエルピー
(常任代理人　株式会社三井住友
銀行)

PO BOX 309GT.UGLAND HOUSE.SOUTH CHURCH

ST GEORGE TOWN CAYMAN ISLAND
(東京都千代田区丸の内１丁目３番２号)

41,071 22.2

オリンパス　シルク　ホールディ
ングス　ツーエルピー
(常任代理人　株式会社三井住友
銀行)

PO BOX 309GT.UGLAND HOUSE.SOUTH CHURCH

ST GEORGE TOWN CAYMAN ISLAND
(東京都千代田区丸の内１丁目３番２号)

20,429 11.1

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 9,122 4.9

日本トラステイ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 4,955 2.7

河　端　　雄　樹 千葉県千葉市稲毛区 4,944 2.7

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　
ノントリーティー　ジャスデッ
ク　アカウント
(常任代理人　株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行決済事業部)

GLOBAL CUSTODY.32ND FLOOR ONE WALL
STREET.NEW YORK NY 10286.U.S.A
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

3,600 2.0

バンク　オブ　ニューヨーク　
ヨーロッパ　リミテッド
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室)

67 LOMBARD STREET LONDON EC3P 3DL
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

3,400 1.8

パーシング　ディヴィジョン　オ
ブ　ドナルドソン　ラフキン　ア
ンド　ジェンレット　エスイー
シー　コーポレイション
(常任代理人　シティバンク銀行
株式会社)

ONE PERSHING PLAZA JERSEY CITY NEW
JERSEY USA
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

3,364 1.8

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟

3,146 1.7

日本トラステイ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４Ｇ)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,017 1.6

計 ― 97,048 52.5

(注)　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9,122株

日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 4,955株

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 3,146株

日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ) 3,017株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　　 96

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  184,757184,757 ―

端株 普通株式      129― ―

発行済株式総数 184,982 ― ―

総株主の議決権 ― 184,757 ―

 

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
京都きもの友禅株式会社

東京都中央区日本橋
大伝馬町14番１号

96 ― 96 0.1

計 ― 96 ― 96 0.1

 

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高(円) 98,000102,000101,00094,90088,40082,900

最低(円) 85,20094,00094,70084,70080,60070,000

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年　

７月１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年　９月30日まで)の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを

受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,660,944 4,046,174

売掛金 441,293 470,067

割賦売掛金 3,524,810 4,188,040

有価証券 ※２
 3,180,685

※２
 2,475,121

商品 1,832,554 1,821,402

貯蔵品 25,966 23,134

その他 530,624 472,212

貸倒引当金 △4,198 △6,395

流動資産合計 13,192,681 13,489,758

固定資産

有形固定資産

土地 2,398,744 2,398,744

その他（純額） ※１
 724,629

※１
 665,449

有形固定資産合計 3,123,373 3,064,193

無形固定資産

のれん 68,543 84,361

その他 40,950 44,863

無形固定資産合計 109,494 129,224

投資その他の資産

投資有価証券 ※２
 1,097,287

※２
 2,086,874

敷金及び保証金 849,294 855,709

その他 83,279 71,534

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 2,027,861 3,012,117

固定資産合計 5,260,729 6,205,536

資産合計 18,453,410 19,695,294

負債の部

流動負債

買掛金 405,210 468,874

短期借入金 ※３
 450,000

※３
 850,000

1年内返済予定の長期借入金 3,680 10,320

未払法人税等 297,143 649,910

前受金 582,100 716,472

預り金 3,250,307 3,425,545

賞与引当金 216,732 226,605

役員賞与引当金 － 5,400

販売促進引当金 250,350 135,770

割賦未実現利益 506,528 524,758
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

その他 817,840 782,562

流動負債合計 6,779,891 7,796,219

固定負債

長期借入金 － 1,640

長期未払金 6,540 6,540

繰延税金負債 4,585 8,363

固定負債合計 11,125 16,543

負債合計 6,791,016 7,812,763

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 8,738,780 8,976,598

自己株式 △15,686 △15,368

株主資本合計 11,647,299 11,885,435

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,877 △5,213

評価・換算差額等合計 12,877 △5,213

少数株主持分 2,216 2,308

純資産合計 11,662,393 11,882,531

負債純資産合計 18,453,410 19,695,294
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(2)【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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 ※１
 7,484,181

売上原価 2,689,688

売上総利益 4,794,493

販売費及び一般管理費 ※２
 4,198,502

営業利益 595,990

営業外収益

受取利息 16,314

受取配当金 253

信販取次手数料 17,519

受取補償金 18,946

雑収入 5,760

営業外収益合計 58,794

営業外費用

支払利息 50

投資事業組合運用損 1,000

雑損失 1,606

営業外費用合計 2,657

経常利益 652,127

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,506

特別利益合計 2,506

特別損失

賃貸借契約解約損 2,044

固定資産除却損 11,517

投資有価証券評価損 48,793

電話加入権評価損 8,241

特別損失合計 70,596

税金等調整前四半期純利益 584,036

法人税、住民税及び事業税 279,032

法人税等調整額 △11,782

法人税等合計 267,250

少数株主損失（△） △62

四半期純利益 316,848
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 ※１
 4,083,415

売上原価 1,459,564

売上総利益 2,623,851

販売費及び一般管理費 ※２
 2,353,294

営業利益 270,556

営業外収益

受取利息 9,398

受取配当金 253

信販取次手数料 8,405

受取補償金 18,946

雑収入 4,199

営業外収益合計 41,202

営業外費用

支払利息 16

投資事業組合運用損 1,000

雑損失 1,110

営業外費用合計 2,126

経常利益 309,632

特別損失

賃貸借契約解約損 2,044

固定資産除却損 10,983

投資有価証券評価損 15,260

電話加入権評価損 8,241

特別損失合計 36,530

税金等調整前四半期純利益 273,101

法人税、住民税及び事業税 105,939

法人税等調整額 21,332

法人税等合計 127,272

少数株主利益 122

四半期純利益 145,706
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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 584,036

減価償却費 50,888

のれん償却額 15,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,196

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,873

販売促進引当金の増減額（△は減少） 114,580

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,400

受取利息及び受取配当金 △16,567

支払利息 5,179

投資有価証券評価損益（△は益） 48,793

有形固定資産除却損 11,517

電話加入権評価損 8,241

売上債権の増減額（△は増加） 557,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,983

仕入債務の増減額（△は減少） △63,664

割賦未実現利益の増減額（△は減少） △18,230

未払消費税等の増減額（△は減少） △67,990

預り金の増減額（△は減少） △175,238

その他 28,167

小計 1,051,708

利息及び配当金の受取額 17,151

利息の支払額 △5,179

法人税等の支払額 △627,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 435,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △528

有価証券の償還による収入 400,000

有形固定資産の取得による支出 △100,595

投資有価証券の取得による支出 △150,094

敷金の差入による支出 △28,908

敷金の回収による収入 33,454

貸付けによる支出 △750

貸付金の回収による収入 807

その他 △8,081

投資活動によるキャッシュ・フロー 145,304
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

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） △400,000

長期借入金の返済による支出 △8,280

配当金の支払額 △554,059

その他 △318

財務活動によるキャッシュ・フロー △962,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △381,488

現金及び現金同等物の期首残高 5,838,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,457,037
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

(会計方針の変更)

　たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

たな卸資産の評価基準については、従来、原価法に

よっておりましたが、第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第9号）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）に変更しております。この変更に伴う損益に与え

る影響はありません。
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【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

 

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　1,176,846千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　1,254,541千円

※２　割賦販売法に基づき以下の資産を供託しており

ます。

 

有価証券 1,252,160千円

投資有価証券 600,225千円

※２　割賦販売法に基づき以下の資産を供託しており

ます。

 

有価証券 500,720千円

投資有価証券 1,455,415千円

※３　連結子会社ＫＹクレジットサービス㈱において

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。

当第２四半期連結会計期間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。

当座貸越極度額の総額 8,000,000千円

貸出実行残高 450,000千円

差引額 7,550,000千円

※３　連結子会社ＫＹクレジットサービス㈱において

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。

当座貸越極度額の総額 8,000,000千円

貸出実行残高 850,000千円

差引額 7,150,000千円

 

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

22/34



(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

※１　当社の売上高は、通常の営業形態として上半期に比

べ下半期の割合が大きいため、連結会計年度の上半

期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違が

あり、第２四半期連結累計期間と他の四半期連結累

計期間の業績に季節的変動があります。

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 1,090,625千円

販売促進費 376,859〃

給与手当 1,110,715〃

賃借料 463,564〃

減価償却費 48,952〃

賞与引当金繰入額 216,732〃

販売促進引当金繰入額 114,580〃

 

第２四半期連結会計期間

 

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

※１　当社の売上高は、通常の営業形態として上半期に比

べ下半期の割合が大きいため、連結会計年度の上半

期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違が

あり、第２四半期連結会計期間と他の四半期連結会

計期間の業績に季節的変動があります。

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 804,541千円

販売促進費 172,028〃

給与手当 568,944〃

賃借料 232,619〃

減価償却費 25,645〃

賞与引当金繰入額 116,268〃

販売促進引当金繰入額 46,460〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,660,944千円

有価証券 3,180,685〃

　　　計 6,841,630千円

預入期間が３か月超の定期預金

及び担保預金
△32,333〃

MMF以外の有価証券 △1,352,260〃

現金及び現金同等物 5,457,037千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 184,982

 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 96.52

 

 

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 配当の原資

平成20年６月24
日
定時株主総会

普通株式 554,666 3,000平成20年３月31日平成20年６月25日利益剰余金

 

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

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 配当の原資

平成20年10月28日
取締役会

普通株式 221,862 1,200平成20年９月30日平成20年12月８日利益剰余金

　

 

４　株主資本の著しい変動に関する事項

 

　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結

会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処

理を行っておりますが、当第２四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度

末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

 

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前

連結会計年度の末日と比べて著しい変動が認められます。

区分 取得原価(千円)
四半期連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1)株式 15,167 15,082 △84

(2)債券    

①国債・地方債等 2,050,222 2,052,670 2,447

②社債 100,358 100,100 △258

(3)その他 247,167 250,453 3,285

計 2,412,914 2,418,305 5,390

 

 

(デリバティブ取引関係)

 

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

 

(ストック・オプション等関係)

 

当第２四半期連結会計期間においてストック・オプションの付与はありません。また、当第２

四半期連結会計期間においてストック・オプションの条件変更はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

 
和装関連事業
(千円)

金融サービ
ス

事業(千円)

その他
の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高       
(1)外部顧客
に対する
売上高

3,867,05099,729116,6364,083,415 ― 4,083,415

(2)セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高

― 20,302 2,000 22,302 (22,302) ―

計 3,867,050120,031118,6364,105,718(22,302)4,083,415

営業利益 191,801 81,30111,512 284,615（14,058）270,556

 

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 
和装関連事業
(千円)

金融サービ
ス

事業(千円)

その他
の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高       
(1)外部顧客
に対する
売上高

7,089,634201,530193,0167,484,181 ― 7,484,181

(2)セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高

― 32,823 2,000 34,823 (34,823) ―

計 7,089,634234,354195,0167,519,005(34,823)7,484,181

営業利益また
は営業損失
(△)

460,538155,427△4,940 611,024（15,034）595,990

 

(注) １　事業の区分は、提供するサービスの類似性を考慮して、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な事業の内容

和装関連事業　　　　呉服を主とし、それに関連する宝飾品等の販売
金融サービス事業　　割賦販売斡旋業務
その他の事業　　　　人材派遣・紹介事業
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

在外子会社及び支店等がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

 

 (企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

 63,067.02円

  

 64,255.98円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 11,662,393 11,882,531

普通株式に係る純資産額(千円) 11,660,177 11,880,222

差額の内訳(千円)
　　少数株主持分

 
2,216

 
2,308

普通株式の発行済株式数(株) 184,982 184,982

普通株式の自己株式数(株) 96 93

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株)

 
184,885

 
184,888

 

 

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 1,713.74円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益(千円) 316,848

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 316,848

普通株式の期中平均株式数(株) 184,887
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第２四半期連結会計期間

 

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 788.09円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益(千円) 145,706

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 145,706

普通株式の期中平均株式数(株) 184,886

 

 

(重要な後発事象)

 

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当社は、平成20年10月８日開催の取締役会において、平成21年１月に予定されている「株式等の取引に係る決

済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決

済合理化法」という)の施行による株券電子化に伴い、この制度の取扱対象外とされている端株の整理を行うた

め、「決済合理化法」の施行日の前日を効力発生日とし、普通株式１株を100株に分割するとともに普通株式の単

元株式数を100株とする単元株制度を採用することを決議いたしました。

当該株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われた場合の前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期

間末における１株当たり純資産額は以下のとおりであります。

前連結会計年度末　　　　　　642.56円

当第２四半期連結会計期間末　630.67円

 

また、当該株式分割が当連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の当第２四半期連結会計期間及び

当第２四半期連結累計期間における１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は以

下のとおりであります。

第２四半期連結累計期間　１株当たり四半期純利益　17.14円

　　　　　〃　　　　　　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　―

第２四半期連結会計期間　１株当たり四半期純利益　 7.88円

　　　　　〃　　　　　　潜在株式調整後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については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載して

おりません。
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２ 【その他】

第38期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年10月28日開

催の取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は登録された

株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 221,862千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　 1,200円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成20年12月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成20年10月30日

京都きもの友禅株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　　橋　　一　　生　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　湯　　浅　　信　　好　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

京都きもの友禅株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４

月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等

に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国におい

て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、京都きもの友禅株式会社及び連結

子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年10月８日開催の取締役会において、株式

の分割を行うことを決議した。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
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(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半

期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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