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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３四半期
連結累計期間

第38期
第３四半期
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12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 11,556,687 4,072,505 16,497,348

経常利益 (千円) 1,129,773 477,645 2,528,017

四半期(当期)純利益 (千円) 570,641 253,793 1,438,178

純資産額 (千円) ― 11,686,522 11,882,531

総資産額 (千円) ― 18,198,028 19,695,294

１株当たり純資産額 (円) ― 63,198.88 64,255.98

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 3,086.44 1,372.71 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 (％) ― 64.2 60.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 278,745 ― 1,455,473

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 122,384 ― △351,874

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,330,639 ― △1,170,185

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 4,909,017 5,838,526

従業員数 (名) ― 660 587

(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３四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３四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12月31日現在

従業員数(名) 660

(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12月31日現在

従業員数(名) 631

(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３四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 3,586,851 838,956

金融サービス事業 153,197 554,612

合計 3,740,049 1,393,569

(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 1,496,097

帯 681,761

仕立加工 454,485

和装小物 372,559

宝石 369,944

その他 233,120

小計 3,607,968

友の会会員値引き △21,117

合計 3,586,851

(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３四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 3,875,922

金融サービス事業 105,113

その他の事業 91,469

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 4,072,505

(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 1,651,300

帯 721,586

仕立加工 502,177

和装小物 377,034

宝石 363,930

その他 281,009

小計 3,897,039

友の会会員値引き △21,117

合計 3,875,922

(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 568,031

帯 238,909

和装小物 169,252

宝石 175,932

その他 96,933

合計 1,249,059

(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３四半期連結会計期間292,422千

円であります。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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３四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、積極的な営業活動を実施してまいりました。

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、3,586百万円となりました。また売上高（出荷高）におい

ては、3,875百万円となりました。

利益面においては、売上総利益は2,613百万円となりました。販売費及び一般管理費においては、

広告宣伝費、販売促進費及び人件費を中心に増加しており、営業利益は398百万円となりました。

〔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105百万円、営業利益は75百万円となりました。

〔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91百万円、営業損失は22百万円と

なりました。

 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の連結業績は、売上高は4,072百万円、営業利益は450百

万円、経常利益は477百万円、四半期純利益は253百万円となりました。

 

(２)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4,909百万円となりました。

当第３四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３四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、157百万円の支出となり

ました。これは主に税金等調整前四半期純利益が472百万円となったこと、仕入債務の増加193百

万円、法人税等の支払額545百万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３四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、22百万円の支出となりま

した。これは主に有形固定資産の取得による支出17百万円、敷金の差入による支出８百万円によ

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３四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、367百万円の支出となり

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150百
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万円、配当金の支払216百万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３四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３四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３四半期連結会計期間末において、現金及び預金が3,110百万円、有価証券が3,585百万円

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

1,754百万円を除くと、現金及び現金同等物は4,909百万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。また、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が、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。

現在、経営に関する諸問題について、経営陣との話し合いを随時行っております。

 

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

 7/34



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

①設備の新設

当第３四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
池袋店

(東京都豊島区)
和装関連事業

移転
(賃借)

324.0311,691 ― 32,27843,970
平成20年
12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３四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
広島店

(広島市中区)
和装関連事業

改装
(賃借)

内部造作等改装 17,010 630 17,640

(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２四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３

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３四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ありませ

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 726,120

計 726,120

(注)　平成20年10月８日開催の取締役会において、「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)の施行日の前々日である平成21年１月

３日を基準日と定め、平成21年１月４日に普通株式１株を100株に分割することを決議しております。これ

により、発行可能株式総数は71,885,880株増加し、72,612,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年２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 18,498,200
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 184,982 18,498,200 ― ―

(注) １　「提出日現在発行数」欄には、平成21年２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　平成21年１月５日の上場会社の株券電子化に対応するために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)の施行日の前々日である平成21年１月

３日を基準日と定め、平成21年１月４日に普通株式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しております。当該株式分割により、発行済株式総数は18,313,218

株増加し、18,498,200株となっております。

 

 

(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３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31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
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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12月31日 ― 184,982 ― 1,215,949 ― 1,547,963

 

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

 

(注)　㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（三菱ＵＦＪ信託銀行㈱、三菱ＵＦＪ投信㈱及びカブドットコム

証券㈱）から平成21年１月６日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、平成20年12月22日

現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けております。その大量保有報告書の内容は以下のとおり

であります。

大量保有者名
三菱ＵＦＪ信託銀行

㈱
三菱ＵＦＪ投信㈱

カブドットコム証券

㈱

保有株式数 2,563株 6,413株 288株

株式保有割合 1.39％ 3.47％ 0.16％
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

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

 
10月

 
11月

 
12月

最高(円) 98,000102,000101,00094,90088,40082,90076,40066,30059,900

最低(円) 85,20094,00094,70084,70080,60070,00053,10055,80054,700

(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。
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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３四半期連結会計期間(平成20年

10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年

12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,110,734 4,046,174

売掛金 315,642 470,067

割賦売掛金 3,729,042 4,188,040

有価証券 ※２
 3,585,731

※２
 2,475,121

商品 1,954,870 1,821,402

貯蔵品 29,165 23,134

その他 615,313 472,212

貸倒引当金 △4,031 △6,395

流動資産合計 13,336,467 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
 731,555

※１
 665,449

有形固定資産合計 3,130,299 3,064,193

無形固定資産

のれん 60,634 84,361

その他 37,618 44,863

無形固定資産合計 98,252 129,224

投資その他の資産

投資有価証券 ※２
 693,373

※２
 2,086,874

敷金及び保証金 857,483 855,709

その他 84,150 71,534

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,633,008 3,012,117

固定資産合計 4,861,560 6,205,536

資産合計 18,198,028 19,695,294

負債の部

流動負債

買掛金 598,332 468,874

短期借入金 ※３
 300,000

※３
 850,000

1年内返済予定の長期借入金 2,660 10,320

未払法人税等 38,084 649,910

前受金 488,090 716,472

預り金 3,258,733 3,425,545

賞与引当金 119,426 226,605

役員賞与引当金 － 5,400

販売促進引当金 328,420 135,770

割賦未実現利益 554,612 524,758
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 812,395 782,562

流動負債合計 6,500,756 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 4,209 8,363

固定負債合計 10,749 16,543

負債合計 6,511,505 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 8,770,659 8,976,598

自己株式 △15,758 △15,368

株主資本合計 11,679,106 11,885,435

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,321 △5,213

評価・換算差額等合計 5,321 △5,213

少数株主持分 2,094 2,308

純資産合計 11,686,522 11,882,531

負債純資産合計 18,198,028 19,695,294
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

売上高 ※１
 11,556,687

売上原価 4,148,414

売上総利益 7,408,273

販売費及び一般管理費 ※２
 6,361,401

営業利益 1,046,872

営業外収益

受取利息 23,515

受取配当金 403

信販取次手数料 24,095

受取補償金 27,287

雑収入 10,666

営業外収益合計 85,968

営業外費用

支払利息 62

投資事業組合運用損 1,000

雑損失 2,005

営業外費用合計 3,067

経常利益 1,129,773

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 2,654

固定資産除却損 13,030

投資有価証券評価損 51,479

電話加入権評価損 8,458

特別損失合計 75,623

税金等調整前四半期純利益 1,056,655

法人税、住民税及び事業税 472,688

法人税等調整額 13,691

法人税等合計 486,380

少数株主損失（△） △366

四半期純利益 570,641
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

売上高 ※１
 4,072,505

売上原価 1,458,725

売上総利益 2,613,779

販売費及び一般管理費 ※２
 2,162,898

営業利益 450,881

営業外収益

受取利息 7,201

受取配当金 150

信販取次手数料 6,576

受取補償金 8,341

雑収入 4,906

営業外収益合計 27,174

営業外費用

支払利息 11

雑損失 398

営業外費用合計 410

経常利益 477,645

特別損失

賃貸借契約解約損 610

固定資産除却損 1,513

投資有価証券評価損 2,686

電話加入権評価損 216

特別損失合計 5,026

税金等調整前四半期純利益 472,619

法人税、住民税及び事業税 193,655

法人税等調整額 25,474

法人税等合計 219,130

少数株主損失（△） △304

四半期純利益 253,793
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31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 1,056,655

減価償却費 78,278

のれん償却額 23,726

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,363

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,178

販売促進引当金の増減額（△は減少） 192,650

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 △23,918

支払利息 6,487

投資有価証券評価損益（△は益） 51,479

有形固定資産除却損 13,030

電話加入権評価損 8,458

売上債権の増減額（△は増加） 385,041

たな卸資産の増減額（△は増加） △139,499

仕入債務の増減額（△は減少） 129,457

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 29,854

未払消費税等の増減額（△は減少） △76,298

預り金の増減額（△は減少） △166,812

その他 △19,794

小計 1,433,855

利息及び配当金の受取額 24,761

利息の支払額 △6,487

法人税等の支払額 △1,173,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 278,745

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 △833

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 △117,596

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 △37,320

敷金の回収による収入 35,546

貸付けによる支出 △2,250

貸付金の回収による収入 1,265

その他 △6,331

投資活動によるキャッシュ・フロー 122,384
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31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） △550,000

長期借入金の返済による支出 △9,300

配当金の支払額 △770,897

その他 △441

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,330,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △929,509

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 4,909,017
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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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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3四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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　1,196,006千円※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 1,604,565千円

投資有価証券 250,700千円

※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３四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 300,000千円

差引額 7,700,000千円

※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
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四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 1,527,827千円

販売促進費 631,036〃

給与手当 1,705,692〃

賃借料 695,090〃

減価償却費 75,046〃

賞与引当金繰入額 119,426〃

販売促進引当金繰入額 192,650〃

 

第３四半期連結会計期間

 

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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３四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 437,201千円

販売促進費 254,176〃

給与手当 594,977〃

賃借料 231,525〃

減価償却費 26,094〃

賞与引当金繰入額 119,426〃

販売促進引当金繰入額 78,070〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 3,110,734千円

有価証券 3,585,731〃

　　　計 6,696,465千円

預入期間が３か月超の定期預金

及び担保預金
△32,638〃

MMF以外の有価証券 △1,754,810〃

現金及び現金同等物 4,909,017千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 98.52

 

 

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

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

 

　(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

 

　　　該当事項はありません。

 

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３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結

会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末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３四半期連結会計期間末(平成20年12月31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 13,367 13,175 △191

(2)債券    

①国債・地方債等 2,050,158 2,056,495 6,336

②社債 100,163 100,020 △143

(3)その他 244,281 247,250 2,969

計 2,407,970 2,416,941 8,971

 

 

(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３四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３

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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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

3,875,922105,11391,4694,072,505 ― 4,072,505

(2)セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

― 9,173 5,680 14,853 (14,853) ―

計 3,875,922114,28697,1494,087,358(14,853)4,072,505

営業利益または
営業損失（△）

398,915 75,951△22,925 451,941（1,059） 450,881

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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

10,965,557306,643284,48611,556,687 ― 11,556,687

(2)セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

― 41,997 7,680 49,677 (49,677) ―

計 10,965,557348,640292,16611,606,364(49,677)11,556,687

営業利益または
営業損失(△)

859,453 231,378△27,8661,062,966（16,094）1,046,872

 

(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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

 63,198.88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３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31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) 11,686,522 11,882,531

普通株式に係る純資産額(千円) 11,684,428 11,880,222

差額の内訳(千円)
　　少数株主持分

 
2,094

 
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) 98 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)

 
184,883

 
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３四半期連結累計期間

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 3,086.44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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益(千円) 570,641

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) 570,641

普通株式の期中平均株式数(株) 184,886
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第３四半期連結会計期間

 

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 1,372.71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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益(千円) 253,793

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) 253,793

普通株式の期中平均株式数(株) 184,885

 

 

(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当社は、平成21年１月３日を基準日と定め、平成21年１月４日に普通株式１株を100株に分割いたしました。

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３四半期連結会計期

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３四半期連結会計期間末　631.99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３四半期連結会計期間及び

当第３四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３四半期連結累計期間　１株当たり四半期純利益　30.86円

　　　　　〃　　　　　　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　―

第３四半期連結会計期間　１株当たり四半期純利益　13.73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21年１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３四半期

連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４

月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四

半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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、平成21年１月４日に株式分割が行われた。

 

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

 

 
(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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