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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１四半期連結
累計(会計)期間

第39期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第38期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

売上高 (千円) 3,400,766 3,517,280 17,072,013

経常利益 (千円) 342,494 411,788 2,415,929

四半期(当期)純利益 (千円) 171,142 227,864 1,252,845

純資産額 (千円) 11,506,26411,891,75412,366,659

総資産額 (千円) 18,814,23119,022,71719,371,869

１株当たり純資産額 (円) 62,222.26 649.69 668.78

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 925.65 12.34 67.76

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 (％) 61.1 62.5 63.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △282,193 192,777 1,140,300

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 76,626 207,651 △63,662

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △388,514 △532,017 △1,038,525

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,244,444 5,745,050 5,876,638

従業員数 (名) 625 681 643

(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。

４　第38期においては、平成21年１月４日付で株式１株を100株に株式分割しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四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１四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21年６月30日現在

従業員数(名) 681

(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21年６月30日現在

従業員数(名) 650

(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 【受注、販売及び仕入の状況】

(1) 受注実績

当第１四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)
前年同四半期比
（％）

受注残高(千円)
前年同四半期比
（％）

和装関連事業 3,419,813 109.4 1,365,313 108.4

金融サービス事業 124,452 141.0 577,345 112.9

合計 3,544,265 110.2 1,942,659 109.7

(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) 前年同四半期比（％）

着物・裏地等 1,530,156 110.0

帯 656,411 111.3

仕立加工 440,823 112.4

和装小物 313,156 119.6

宝石 379,091 87.2

その他 116,287 156.9

小計 3,435,926 109.3

友の会会員値引き △16,113 90.7

合計 3,419,813 109.4

(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１四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) 前年同四半期比（％）

和装関連事業 3,372,083 104.6

金融サービス事業 111,382 109.4

その他の事業 33,814 44.3

合計 3,517,280 103.4

(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) 前年同四半期比（％）
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着物・裏地等 1,581,440 105.0

帯 659,504 109.9

仕立加工 469,719 102.4

和装小物 316,208 114.8

宝石 303,858 86.9

その他 57,464 113.7

小計 3,388,196 104.6

友の会会員値引き △16,113 90.7

合計 3,372,083 104.6

(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) 前年同四半期比（％）

着物・裏地等 484,742 115.0

帯 187,814 104.9

和装小物 120,194 110.2

宝石 156,745 90.8

その他 15,740 135.3

合計 965,237 108.0

(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１四半期連結会計期間286,877千円であります。

 

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 (１)業績の状況

当第１四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。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〕

主力の「振袖」販売については、例年、第１四半期は年間で最も閑散期となりますが、当第１四半期において

は、来店者数が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」等の受注高に
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ついても、店舗内催事・店外催事とも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、前年同四半期比9.4％増の3,419百万円となりました。

また売上高（出荷高）については、催事スケジュールの変更等に伴い、第１四半期末までにおける出荷比率が

低下したため、前年同四半期比4.6％増の3,372百万円となりました。

利益面においては、売上総利益は前年同期比4.5％増の2,129百万円となりました。販売費及び一般管理費につ

いては、人員増強に伴い人件費は増加いたしましたが、広告宣伝費の効率化等を図ったことにより、営業利益は

前年同四半期比29.5％増の347百万円となりました。

〔金融サービス事業〕

金融子会社「ＫＹクレジットサービス㈱」については、和装関連事業の受注高の増加に伴って、取扱高が着実

に増加してきており、売上高は前年同四半期比9.4％増の111百万円、営業利益は12.2％増の83百万円となりまし

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㈱」の売上高は前年同四半期比55.7％減の33百万円、営業損

失は前年同四半期と比べて20百万円増加し36百万円となりました。

 

この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高は前年同四半期に比べ3.4％増の3,517百万円、営

業利益は22.8％増の399百万円、経常利益は20.2％増の411百万円、四半期純利益は33.1％増の227百万円となり

ました。

 

(２)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、19,022百万円（前年同四半期比208百万円増）となりまし

た。

当第１四半期連結会計期間における資産、負債及び純資産の状況とそれらの増減要因は以下のとおりであり

ます。

（資産）

流動資産は、前第１四半期連結会計期間末に比べて3.1％増加し、13,665百万円となりました。これは、現金及

び預金が484百万円、割賦売掛金が126百万円それぞれ増加し、有価証券が91百万円、商品及び製品が67百万円そ

れぞれ減少したことなどによります。

固定資産は、前第１四半期連結会計期間末に比べて3.5％減少し、5,357百万円となりました。これは、投資有価

証券が116百万円減少し、建物が25百万円増加したことなどによります。

この結果、資産合計は、前第１四半期連結会計期間末に比べて1.1％増加し、19,022百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前第１四半期連結会計期間末に比べて3.0％減少し、7,074百万円となりました。これは、買掛金が

71百万円、割賦未実現利益が66百万円それぞれ増加し、預り金が98百万円、短期借入金が300百万円それぞれ減少

したことなどによります。

固定負債は、前第１四半期連結会計期間末に比べて336.1％増加し、56百万円となりました。これは、長期借入

金が45百万円増加したことなどによります。

この結果、負債合計は、前第１四半期連結会計期間末に比べて2.4％減少し、7,130百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前第１四半期連結会計期間末に比べて3.4％増加し、11,891百万円となりました。これは、繰越

利益剰余金が533百万円増加し、自己株式の取得で149百万円減少したことなどによります。
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(３)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、5,745百万円（前年同四半期比500百万円増）

となりました。

当第１四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１四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、前第１四半期連結会計期間より474百

万円増加し、192百万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412百万円となったこ

と、法人税等の支払額が467百万円、売上債権の減少404百万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１四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、前第１四半期連結会計期間より131百

万円増加し、207百万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」）による純収入199百万円、定期預金の払戻による収入10百万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１四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、前第１四半期連結会計期間より143百

万円減少し、532百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払437百万円によるものであります。

 

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。

 

(５)研究開発活動

該当事項はありません。

 

(６)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１四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及び経営戦略の現状

と見通しに重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(７)経営者の問題認識と今後の方針について

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の経営者の問題認識と今後の方針に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。
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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

該当事項はありません。

 

②設備の改修等

当第１四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
大宮店

(さいたま市大宮区)
和装関連事業 改装 内部造作等改装 11,346 ― 11,346

 

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度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１四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１四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、除却等はありません。

 

 

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

 8/26



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 72,612,000

計 72,612,000

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８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 18,498,200同左
東京証券取引所
（市場第１部）

単元株式数は
100株であります。

計 18,498,200同左 ― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(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21年６月30日 ― 18,498,200 ― 1,215,949 ― 1,547,963

 

(5) 【大株主の状況】

当第１四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。

また、当第１四半期会計期間において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成21年７月６日

付で関東財務局に提出された大量保有報告書の変更報告書により平成21年６月29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が、当社として当第１四半期会計期間末における当該法人名義の実質所有株

式数の確認ができておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の

数（株）

株券等

保有割合（％）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 278,000 1.50

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 431,200 2.33

カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 32,700 0.18
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(6) 【議決権の状況】

当第１四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21年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年３月31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 　　9,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式18,475,400184,754 ―

単元未満株式 普通株式　　12,900 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 18,498,200― ―

総株主の議決権 ― 184,754 ―

 

② 【自己株式等】

平成21年３月31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

9,900 ― 9,900 0.1

計 ― 9,900 ― 9,900 0.1

(注)　当社は、平成21年６月１日に上限625,000株、総額上限500,000千円とする自己株式取得を取締役会決議しております。同

取締役会決議に基づく取得自己株式数は平成21年６月30日現在186,900株（149,082千円）であります。その他、単元未

満株式の買取による増加分を含め平成21年６月30日現在では、自己株式は196,902株となっております。

 

 

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21年
４月

 
５月

 
６月

最高(円) 643 708 823

最低(円) 595 633 694

(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。

なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務

諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づい

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、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)

に係る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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,934,531 4,277,043

売掛金 146,409 469,915

割賦売掛金 4,325,018 4,199,555

有価証券 ※２
 2,935,878

※２
 3,386,056

商品及び製品 1,742,274 1,732,638

原材料及び貯蔵品 33,364 20,043

その他 548,729 371,308

貸倒引当金 △994 △2,496

流動資産合計 13,665,211 14,454,063

固定資産

有形固定資産

土地 2,398,744 2,398,744

その他（純額） ※１
 698,287

※１
 707,788

有形固定資産合計 3,097,031 3,106,532

無形固定資産 36,097 38,577

投資その他の資産

投資有価証券 ※２
 1,288,474

※２
 834,621

敷金及び保証金 858,937 858,359

その他 78,966 81,714

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 2,224,378 1,772,695

固定資産合計 5,357,506 4,917,805

資産合計 19,022,717 19,371,869
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 333,668 374,617

短期借入金 ※３
 600,000

※３
 600,000

1年内返済予定の長期借入金 9,016 －

未払法人税等 243,254 490,216

前受金 827,659 621,421

預り金 3,279,054 3,219,807

賞与引当金 108,433 218,555

役員賞与引当金 － 7,400

販売促進引当金 207,010 150,971

割賦未実現利益 577,345 564,276

その他 889,055 748,960

流動負債合計 7,074,498 6,996,226

固定負債

長期借入金 45,984 －

長期未払金 6,540 6,540

繰延税金負債 3,940 2,443

固定負債合計 56,464 8,983

負債合計 7,130,963 7,005,209

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 9,126,080 9,452,863

自己株式 △164,937 △15,824

株主資本合計 11,885,348 12,361,244

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,808 3,377

評価・換算差額等合計 4,808 3,377

少数株主持分 1,597 2,037

純資産合計 11,891,754 12,366,659

負債純資産合計 19,022,717 19,371,869
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(2)【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20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

売上高 ※１
 3,400,766

※１
 3,517,280

売上原価 1,230,124 1,275,430

売上総利益 2,170,641 2,241,850

販売費及び一般管理費 ※２
 1,845,208

※２
 1,842,297

営業利益 325,433 399,552

営業外収益

受取利息 6,915 5,066

信販取次手数料 9,114 7,331

雑収入 1,561 1,464

営業外収益合計 17,591 13,862

営業外費用

支払利息 33 82

雑損失 496 1,543

営業外費用合計 530 1,626

経常利益 342,494 411,788

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,506 1,501

その他 － 709

特別利益合計 2,506 2,211

特別損失

固定資産除却損 533 1,506

投資有価証券評価損 33,532 －

特別損失合計 34,066 1,506

税金等調整前四半期純利益 310,934 412,492

法人税、住民税及び事業税 173,092 228,376

法人税等調整額 △33,115 △43,293

法人税等合計 139,977 185,082

少数株主損失（△） △185 △454

四半期純利益 171,142 227,864
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６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 310,934 412,492

減価償却費 24,175 24,450

のれん償却額 7,908 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,506 △1,501

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,488 △110,121

販売促進引当金の増減額（△は減少） 68,120 56,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,400 △7,400

受取利息及び受取配当金 △6,915 △5,066

支払利息 2,913 1,835

投資有価証券評価損益（△は益） 33,532 －

有形固定資産除却損 533 1,506

売上債権の増減額（△は増加） 437,434 404,280

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,392 △22,957

仕入債務の増減額（△は減少） △206,399 △40,948

割賦未実現利益の増減額（△は減少） △13,556 13,069

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,934 22,022

預り金の増減額（△は減少） △47,846 59,247

その他 △135,513 △149,699

小計 339,382 657,246

利息及び配当金の受取額 7,227 5,096

利息の支払額 △2,905 △1,869

法人税等の支払額 △625,898 △467,695

営業活動によるキャッシュ・フロー △282,193 192,777

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 △200 △200

定期預金の払戻による収入 － 10,047

有価証券の償還による収入 150,000 700,000

有形固定資産の取得による支出 △9,902 △1,475

投資有価証券の取得による支出 △50,032 △500,190

敷金の差入による支出 △12,998 △1,339

敷金の回収による収入 － 761

貸付けによる支出 △150 △200

貸付金の回収による収入 395 737

その他 △485 △490

投資活動によるキャッシュ・フロー 76,626 207,651

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） 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,960 －

長期借入れによる収入 － 55,000

配当金の支払額 △434,456 △437,903

その他 △98 △149,113

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,514 △532,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △594,081 △131,588

現金及び現金同等物の期首残高 5,838,526 5,876,638

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 5,244,444

※１
 5,745,050
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【継続企業の前提に関する注記】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

 

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　1,220,171千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　1,191,520千円

※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 851,940千円

投資有価証券 1,002,660千円

※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 1,353,340千円

投資有価証券 500,730千円

※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１四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 600,000千円

差引額 7,400,000千円

※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 600,000千円

差引額 7,400,000千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年６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１四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。

※１　　　　　　　　　同左

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 286,084千円

販売促進費 204,831〃

給与手当 541,771〃

賃借料 230,945〃

減価償却費 23,307〃

賞与引当金繰入額 100,463〃

販売促進引当金繰入額 68,120〃

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 196,912千円

販売促進費 182,197〃

給与手当 618,967〃

賃借料 233,076〃

減価償却費 24,111〃

賞与引当金繰入額 108,433〃

販売促進引当金繰入額 65,620〃

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四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（平成20年６月30日現在）

 

現金及び預金 3,450,213千円

有価証券 3,027,865〃

　　　計 6,478,079千円

預入期間が３か月超の定期預金

及び担保預金
△32,004〃

MMF以外の有価証券 △1,201,630〃

現金及び現金同等物 5,244,444千円
　

※１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四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（平成21年６月30日現在）

 

現金及び預金 3,934,531千円

有価証券 2,935,878〃

　　　計 6,870,409千円

預入期間が３か月超の定期預金 △23,193〃

MMF以外の有価証券 △1,102,165〃

現金及び現金同等物 5,745,050千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日)

 

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 18,498,200

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 196,902

 

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21年６月24
日
定時株主総会

普通株式 554,647 30平成21年３月31日平成21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

 

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
（千円）

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 1,215,9491,708,2569,452,863△15,824 12,361,244

当第１四半期連結会計期間末ま

での変動額
     

　剰余金の配当   △554,647  △554,647

　四半期純利益   227,864  227,864

　自己株式の取得　※    △149,113 △149,113

当第１四半期連結会計期間末ま

での変動額合計
  △326,783△149,113 △475,896

当第１四半期連結会計期間末残

高
1,215,9491,708,2569,126,080△164,93711,885,348

※　平成21年６月１日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月に市場から取得した自己株式が149,082千円含ま

れております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６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

3,222,584101,80176,3803,400,766 ― 3,400,766

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― 12,521 ― 12,521 (12,521) ―

計 3,222,584114,32276,3803,413,287(12,521)3,400,766

営業利益または
営業損失(△)

268,737 74,125△16,453 326,409 (975) 325,433

(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

 

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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

3,372,083111,38233,8143,517,280 ― 3,517,280

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― 11,594 1,500 13,094 (13,094) ―

計 3,372,083122,97635,3143,530,374(13,094)3,517,280

営業利益または
営業損失(△)

347,952 83,197△36,693 394,457 5,095 399,552

(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

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６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。

 

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６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 9,567 10,886 1,319

(2)債券    

①国債・地方債等 2,100,154 2,104,825 4,670

(3)その他 241,593 243,686 2,092

計 2,351,315 2,359,397 8,082

 

 

(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。

 

 

(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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

  

 649.69円

  

 668.78円

 (注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末

(平成21年６月30日)
前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 11,891,754 12,366,659

普通株式に係る純資産額(千円) 11,890,157 12,364,622

差額の内訳(千円)
　　少数株主持分

 
1,597

 
2,037

普通株式の発行済株式数(株) 18,498,200 18,498,200

普通株式の自己株式数(株) 196,902 9,952

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)

 
18,301,298

 
18,488,248

 

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

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 925.65円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額
―

１株当たり四半期純利益金額 12.34円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額
―

 (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　当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合における前第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は9.26円です。

３　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益(千円) 171,142 227,864

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) 171,142 227,864

普通株式の期中平均株式数(株) 184,888 18,460,630
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当社は、平成21年８月３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条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。その概要は、下記のとおりであります。

１　自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、平成21年６月１日開催の取締役会の決議に基づ

く自己株式の取得が、所定の総数・総額に達しなかったことから、継続的に自己株の取得を行うことといたし

ました。

なお、平成21年６月１日開催の取締役会決議による取得する株式の総数は、625,000株（上限）、株式の取得価

額の総額は500,000千円（上限）であり、取得する期間（平成21年６月２日から平成21年７月31日まで）にお

いて取得した株式の総数は、286,900株、取得価額の総額は229,135千円であります。

２　取得の内容

（1）取得対象株式の種類

当社普通株式

（2）取得する株式の総数

300,000株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.65％）

（3）株式の取得価額の総額

270,000千円（上限）

（4）取得する期間

平成21年８月４日から平成21年９月30日まで

 

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものについ

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当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。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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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７月28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１四半期連結累計期間(平成20年

４月１日から平成20年６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６月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

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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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成21年７月31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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成21年

４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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21年６月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

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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