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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39期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第40期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第39期

会計期間
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高 (千円) 3,517,280 3,503,276 17,288,107

経常利益 (千円) 411,788 230,865 2,496,569

四半期(当期)純利益 (千円) 227,864 100,683 1,359,693

純資産額 (千円) 11,891,75412,185,26512,670,166

総資産額 (千円) 19,022,71719,208,38219,281,010

１株当たり純資産額 (円) 649.69 673.35 698.29

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 12.34 5.56 74.57

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 (％) 62.5 63.4 65.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 192,777 △25,843 1,576,064

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 207,651 38,677 136,336

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △532,017 △465,330 △1,603,850

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,745,050 5,532,692 5,985,189

従業員数 (名) 681 694 679

(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、第39期第１四半期連結累計(会計)期間及び第39期

は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、第40期第１四半期連結累計(会計)期間は、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

 2/29



２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間における、関係会社の異動は以下のとおりであります。

(1)金融サービス事業

当社の顧客等に対して販売代金等の割賦販売斡旋業務を行っておりましたＫＹクレジットサービス株

式会社（連結子会社）は、平成22年４月１日に当社が吸収合併しております。

(2)その他の事業

就職・採用市場において、大学生を中心とした就職支援事業、並びに人材派遣・紹介事業を行っており

ました就職エージェント株式会社（連結子会社）について、平成22年６月18日に株式会社ネオキャリア

に株式を売却したため関係会社に該当しなくなりました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 694

(注) １　連結子会社である株式会社京都きもの友禅友の会は、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22年６月30日現在

従業員数(名) 694

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

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 3,758,310 ─ 1,531,982 ─

金融サービス事業 187,536 ─ 684,426 ─

合計 3,945,847 ─ 2,216,409 ─

(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 1,626,857 ─

帯 803,171 ─

仕立加工 454,222 ─

和装小物 310,985 ─

宝石 455,420 ─

その他 126,313 ─

小計 3,776,972 ─

友の会会員値引き △18,661 ─

合計 3,758,310 ─

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

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 3,358,737 ─

金融サービス事業 118,304 ─

その他の事業 26,234 ─

合計 3,503,276 ─

(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。
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品目別 売上高(千円) 前年同四半期比（％）

着物・裏地等 1,477,088 ─

帯 692,044 ─

仕立加工 447,122 ─

和装小物 313,729 ─

宝石 395,810 ─

その他 51,603 ─

小計 3,377,398 ─

友の会会員値引き △18,661 ─

合計 3,358,737 ─

(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 477,751 ─

帯 194,839 ─

和装小物 112,727 ─

宝石 184,363 ─

その他 12,834 ─

合計 982,516 ─

(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282,100千円であ

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。
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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)経営成績の分析

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、広告・販促施策の強

化とともに、販売力の底上げを重視した取り組みを推進してまいりました。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〕

「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、来店者数は徐々に回復しつつあるものの、平均単価が低下傾向で推移いたしました。一方、既存顧客を

対象とした「一般呉服」等の販売については、集客数増加に注力した営業活動・催事企画が奏功いたし

ました。

　以上により、和装関連事業の受注高は3,758百万円となり、第１四半期における受注高としては過去最高

額となりました。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、3,358百万円となりました。

　利益面においては、売上総利益は2,109百万円となりました。販売費及び一般管理費については、人員増

強に伴い、人件費が増加しております。また、広告・販促活動を積極的に行ったことにより、広告宣伝費お

よび販売促進費が増加しております。この結果、和装関連事業の営業利益は140百万円となりました。

〔金融サービス事業〕

　金融サービス事業については、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118百万円、営業利益は91百万円となりました。

〔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26百万円、販売費及び一般管理費が減

少したことに伴い、営業損失は13百万円となりました。なお、当社グループは、収益体制の強化に向けた取

り組みとして、グループ全体の事業再編を行っており、その一環として、平成22年6月18日に就職エージェ

ント㈱の当社が保有する全株式を売却しております。

　

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0.4％減の3,503百万

円、営業利益は44.9％減の220百万円、経常利益は43.9％減の230百万円、四半期純利益は55.8％減の100百

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、19,208百万円（前年同四半期比185百万円増）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0.9％増加し、13,794百万円となりました。

これは、現金及び預金が238百万円、売掛金が100百万円それぞれ減少し、割賦売掛金が524百万円増加した

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1.1％増加し、5,414百万円となりました。

これは、建物が71百万円、投資有価証券が31百万円それぞれ増加し、敷金及び保証金が56百万円減少した

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1.0％増加し、19,208百万円となりまし
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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2.6％減少し、6,889百万円となりました。

これは、短期借入金が600百万円、未払法人税等が117百万円それぞれ減少し、前受金が328百万円、割賦未

実現利益が107百万円それぞれ増加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137.2％増加し、133百万円となりました。

これは、資産除去債務が126百万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1.5％減少し、7,023百万円となりました。

（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2.5％増加し、12,185百万円となりました。

これは、繰越利益剰余金が717百万円増加し、自己株式の取得で172百万円減少したことなどによります。

　

(３)キャッシュ・フローの状況の分析

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、5,532百万円（前年同四半期比212百万

円減）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218百万円減少し、25百万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92百万円

となったこと、法人税等の支払額が568百万円、売上債権の減少389百万円及び資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額が156百万円となったこと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168百万円減少し、38百万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償還による収入が50百万円となったこと及び連結の範囲の変

更を伴う子会社株式の売却による支出17百万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66百万円増加し、465百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払446百万円によるものであ

ります。
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(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。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(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の計画は以下のとおりで

あります。

提出会社

事業所名
(所在地)

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

完成予定
年月

総額 既支払額

店舗
静岡店

（静岡市葵区）
和装関連事業

移転
（賃借）

29,757 ─ 自己資金
平成22年
11月

平成22年
12月

店舗
水戸店

（茨城県水戸市）
和装関連事業

移転
（賃借）

27,495 ─ 自己資金
平成22年
11月

平成22年
12月

店舗
金沢店

（石川県金沢市）
和装関連事業

移転
（賃借）

23,416 ─ 自己資金
平成22年
12月

平成23年
１月
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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 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22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年６月30日 ― 18,498,200 ― 1,215,949 ― 1,547,963
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(6) 【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、フィデリティ投信株式会社から平成22年５月20日付で関東財務

局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成22年５月14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。

　　　　大量保有者名　エフエムアール　エルエルシー（ＦＭＲ　ＬＬＣ）

　　　　住所　　　　　米国　02109　マサチューセッツ州ボストン、デヴォンシャー・ストリート82

　　　　保有株式数　　1,132,900株

　　　　株式保有割合　6.12％

　

(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成22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　 354,800

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式18,130,600181,306 ―

単元未満株式 普通株式　　12,800 ― 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 ― 181,306 ―

　

② 【自己株式等】

平成22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

354,800― 354,800 1.9

計 ― 354,800― 354,800 1.9
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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22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 882 893 910

最低(円) 818 828 843

(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)及び前第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22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期

間（平成22年４月１日から平成22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)及び前第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、また、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成

22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,695,643 4,148,701

売掛金 46,275 379,111

割賦売掛金 4,849,246 4,298,480

有価証券 ※２
 2,838,949

※２
 2,387,717

商品及び製品 1,791,869 1,776,134

原材料及び貯蔵品 23,336 40,623

その他 548,730 404,018

貸倒引当金 － △1,936

流動資産合計 13,794,050 13,432,850

固定資産

有形固定資産

土地 2,398,744 2,398,744

その他（純額） ※１
 758,969

※１
 726,130

有形固定資産合計 3,157,713 3,124,874

無形固定資産 28,771 25,325

投資その他の資産

投資有価証券 ※２
 1,320,362

※２
 1,832,186

敷金及び保証金 802,565 810,242

その他 106,919 57,530

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 2,227,847 2,697,959

固定資産合計 5,414,332 5,848,159

資産合計 19,208,382 19,281,010
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 350,570 403,193

1年内返済予定の長期借入金 － 10,524

未払法人税等 125,528 601,005

前受金 1,156,055 535,234

預り金 3,282,831 3,247,181

賞与引当金 120,500 242,000

役員賞与引当金 － 15,000

販売促進引当金 180,700 131,233

割賦未実現利益 684,426 615,194

資産除去債務 87,449 －

その他 901,113 762,789

流動負債合計 6,889,176 6,563,356

固定負債

長期借入金 － 38,091

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 126,607 －

繰延税金負債 793 2,857

固定負債合計 133,940 47,488

負債合計 7,023,116 6,610,844

純資産の部

株主資本

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,708,259 1,708,259

利益剰余金 9,596,562 10,040,178

自己株式 △337,856 △297,327

株主資本合計 12,182,914 12,667,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,351 2,251

評価・換算差額等合計 2,351 2,251

少数株主持分 － 855

純資産合計 12,185,265 12,670,166

負債純資産合計 19,208,382 19,281,010
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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21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 ※１
 3,517,280

※１
 3,503,276

売上原価 1,275,430 1,284,432

売上総利益 2,241,850 2,218,843

販売費及び一般管理費 ※２
 1,842,297

※２
 1,998,830

営業利益 399,552 220,012

営業外収益

受取利息 5,066 2,462

信販取次手数料 7,331 3,074

雑収入 1,464 6,093

営業外収益合計 13,862 11,631

営業外費用

支払利息 82 413

雑損失 1,543 364

営業外費用合計 1,626 778

経常利益 411,788 230,865

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,501 1,727

関係会社株式売却益 － 19,743

その他 709 －

特別利益合計 2,211 21,471

特別損失

固定資産除却損 1,506 －

賃貸借契約解約損 － 3,396

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,708

特別損失合計 1,506 160,104

税金等調整前四半期純利益 412,492 92,232

法人税、住民税及び事業税 228,376 110,226

法人税等調整額 △43,293 △118,439

法人税等合計 185,082 △8,213

少数株主損益調整前四半期純利益 － 100,445

少数株主損失（△） △454 △237

四半期純利益 227,864 100,683
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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21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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 412,492 92,232

減価償却費 24,450 26,657

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,501 △1,727

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,121 △121,500

販売促進引当金の増減額（△は減少） 56,038 49,467

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,400 △15,000

受取利息及び受取配当金 △5,066 △2,462

支払利息 1,835 413

関係会社株式売却損益（△は益） － △19,743

有形固定資産除却損 1,506 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,708

売上債権の増減額（△は増加） 404,280 389,509

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,957 1,510

仕入債務の増減額（△は減少） △40,948 △51,273

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 13,069 69,231

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,022 5,606

預り金の増減額（△は減少） 59,247 36,377

その他 △149,699 △75,512

小計 657,246 540,494

利息及び配当金の受取額 5,096 2,543

利息の支払額 △1,869 △223

法人税等の支払額 △467,695 △568,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,777 △25,843

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 －

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 700,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △1,475 △4,988

投資有価証券の取得による支出 △500,190 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △17,786

敷金の差入による支出 △1,339 △4,056

敷金の回収による収入 761 16,660

貸付けによる支出 △200 △300

貸付金の回収による収入 737 467

その他 △490 △1,319

投資活動によるキャッシュ・フロー 207,651 38,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 55,000 25,000

長期借入金の返済による支出 － △3,255

配当金の支払額 △437,903 △446,547

その他 △149,113 △40,528

財務活動によるキャッシュ・フロー △532,017 △465,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,588 △452,496

現金及び現金同等物の期首残高 5,876,638 5,985,189

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 5,745,050

※１
 5,532,692
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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22年４月１日　至　平成22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22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１．連結の範囲に関

する事項の変更

(1) 連結の範囲の変更

　　当第１四半期連結会計期間中に提出会社は100％連結子会社のＫＹクレジットサービス㈱を

吸収合併しております。

　また、当第１四半期連結会計期間中に提出会社が保有する全株式を売却し連結子会社でなく

なった就職エージェント㈱については、損益のみ連結の範囲に含めております。

(2) 変更後の連結子会社の数

　　　２社(㈱京都きもの友禅友の会、就職エージェント㈱)

２．会計処理基準に

関する事項の変更

(1) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ3,515千円減少しており、税金等調整前四半期純

利益は160,223千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は213,521千円であります。

 

(2) 「企業結合に関する会計基準」等の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成

20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26

日)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号　平成20年12月26

日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号　平成20年12月26日)、「持分法に

関する会計基準」(企業会計基準第16号　平成20年12月26日)、「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日)を適用

しております。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益

調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22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22年４月１日　至　平成22年６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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額  1,270,764千円※１　有形固定資産の減価償却累計額  1,256,598千円

※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 901,870千円

投資有価証券 951,650千円

※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 501,220千円

投資有価証券 1,353,300千円

　３　　　　　　　─────── 　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 ─千円

差引額 8,000,000千円
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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21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22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 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〃

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 265,664千円

販売促進費 248,914〃

給与手当 640,121〃

賃借料 226,313〃

減価償却費 26,428〃

賞与引当金繰入額 120,500〃

販売促進引当金繰入額 55,270〃

　

(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21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22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
 

※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22年６月30日現在）

 
現金及び預金 3,695,643千円

有価証券 2,838,949〃

　　　計 6,534,592千円

MMF以外の有価証券 △1,001,900〃

現金及び現金同等物 5,532,692千円
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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22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22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) 401,694

　

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22年６月23日
定時株主総会

普通株式 544,299 30平成22年３月31日 平成22年６月24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

　　　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【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。

　

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

22/29



【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

　平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号　平成20年３月21日)を適用しております。

　

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」、「その他の事業」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。「その他の事業」は、人材派遣・紹介事業を行っております。

　　

２　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

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

(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

その他の事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 3,358,737118,30426,2343,503,276 ─ 3,503,276

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

─ 9,530 1,500 11,030△11,030 ─

計 3,358,737127,83527,7343,514,306△11,0303,503,276

セグメント利益
又は損失（△）

140,47991,458△13,235218,703 1,309 220,012

(注) １　セグメント間取引消去によるものであります。

２　セグメント利益又は損失は、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。

　

３　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。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

　

(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)

　当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

　共通支配下の取引等

(1)取引の概要

①結合当事企業及び当該事業の内容

　結合企業  ：当社100％出資の連結子会社ＫＹクレジットサービス㈱

　事業の内容：当社の顧客に対する割賦販売斡旋業務

②企業結合日

　平成22年４月１日

③企業結合の法的形式

　当社を存続会社、ＫＹクレジットサービス㈱を消滅会社とする吸収合併

④その他取引の概要に関する事項

　当社グループの管理業務の効率化を図ることを目的としております。

 

(2)実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日)に基づき、共通

支配下の取引として処理しております。

　

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

　

(賃貸等不動産関係)

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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　　　　　　　673.35円 　　　　　698.29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22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 12,185,265 12,670,166

普通株式に係る純資産額(千円) 12,185,265 12,669,310

差額の内訳(千円)

　　少数株主持分 ─ 855

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) 401,694 354,894

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) 18,096,506 18,143,306

　

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21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　　　12.34円 １株当たり四半期純利益金額　　　　　　　　5.56円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
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。

（注）　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21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 227,864 100,683

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) 227,864 100,683

普通株式の期中平均株式数(株) 18,460,630 18,109,316

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

(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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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成22年７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　　湯　　浅　　信　　好　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士    有　　川　　      勉  　㊞

　

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22年４月１日から平成23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22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成

22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22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。

　

追記情報

　「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」に記載されているとおり、会社は当第

１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」を適用している。

　

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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