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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】

　

回次
第39期
第２四半期
連結累計期間

第40期
第２四半期
連結累計期間

第39期
第２四半期
連結会計期間

第40期
第２四半期
連結会計期間

第39期

会計期間

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　４月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成21年
　　７月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　７月１日
至　平成22年
　　９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) 7,686,1408,155,6304,168,8604,652,35317,288,107

経常利益 (千円) 774,680882,866362,183652,0012,496,569

四半期(当期)純利益 (千円) 419,301475,114191,437374,4301,359,693

純資産額 (千円) ─ ─ 11,952,00512,559,20912,670,166

総資産額 (千円) ─ ─ 19,105,45520,062,87519,281,010

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 658.65 694.02 698.29

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 22.88 26.25 10.53 20.69 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 (％) ─ ─ 62.6 62.6 65.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 915,431737,418 ─ ─ 1,576,064

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 130,658△5,246 ─ ─ 136,336

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △930,121△561,613 ─ ─ △1,603,850

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ ─ 5,992,6066,155,7475,985,189

従業員数 (名) ─ ─ 691 678 679

(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２四半期連結累計期間及び第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39期第２四半期連結会計期間、第40期第２四半期連結累計期間

及び第40期第２四半期連結会計期間は、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

 2/33



　

２ 【事業の内容】

当第２四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) 連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 678

(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９月30日現在

従業員数(名) 678

(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２四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 4,381,892 ─ 1,382,199 ─

金融サービス事業 192,934 ─ 756,682 ─

合計 4,574,827 ─ 2,138,882 ─

(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　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 1,913,615 ─

帯 924,140 ─

仕立加工 552,702 ─

和装小物 405,170 ─

宝石 420,870 ─

その他 183,066 ─

小計 4,399,566 ─

友の会会員値引き △17,673 ─

合計 4,381,892 ─

(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 4,531,675 ─

金融サービス事業 120,678 ─

合計 4,652,353 ─

(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 1,948,785 ─

帯 1,024,300 ─

仕立加工 569,061 ─

和装小物 418,729 ─

宝石 485,581 ─

その他 102,890 ─

小計 4,549,349 ─

友の会会員値引き △17,673 ─

合計 4,531,675 ─

(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 680,272 ─

帯 241,173 ─

和装小物 179,985 ─

宝石 219,705 ─

その他 4,203 ─

合計 1,325,341 ─

(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304,872千円であ

ります。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四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２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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、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、来店者数は増加したものの、平均単価が低下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4,381百万円となり、第２四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、4,531百万円となりました。

　利益面においては、売上総利益は2,913百万円となりました。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557百万円となりました。

〔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120百万円、営業利益は96百万円となりました。

〔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㈱」の当社が保有する全株式を、グループ全体の事業

再編の一環として平成22年６月18日に売却いたしました。これにより当第２四半期連結会計期間におい

て、当セグメントに該当事項はありません。

　

この結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高は前年同四半期に比べ11.6％増の4,652百

万円、営業利益は82.8％増の647百万円、経常利益は80.0％増の652百万円、四半期純利益は95.6％増の374

百万円となりました。

　

(２)財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、20,062百万円（前年同四半期比957百万円増）となり

ました。

当第２四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２四半期連結会計期間末に比べて11.4％増加し、14,966百万円となりました。

これは、現金及び預金が136百万円、割賦売掛金が1,074百万円、有価証券が503百万円それぞれ増加し、売

掛金が241百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前第２四半期連結会計期間末に比べて10.2％減少し、5,096百万円となりました。

これは、建物が45百万円増加し、投資有価証券が572百万円、敷金及び保証金が68百万円それぞれ減少した

ことなどによります。

この結果、資産合計は、前第２四半期連結会計期間末に比べて5.0％増加し、20,062百万円となりまし

た。

（負債）

流動負債は、前第２四半期連結会計期間末に比べて3.8％増加し、7,367百万円となりました。
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これは、前受金が356百万円、割賦未実現利益が183百万円それぞれ増加し、短期借入金が450百万円、販売

促進引当金が13百万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２四半期連結会計期間末に比べて150.4％増加し、136百万円となりました。

これは、資産除去債務が129百万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２四半期連結会計期間末に比べて4.9％増加し、7,503百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前第２四半期連結会計期間末に比べて5.1％増加し、12,559百万円となりました。

これは、繰越利益剰余金が900百万円増加し、別途積立金が243百万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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、6,155百万円（前年同四半期比163百万

円増）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、前第２四半期連結会計期間よ

り40百万円増加し、763百万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648百万円

となったこと、賞与引当金の増加120百万円、売上債権の増加243百万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、前第２四半期連結会計期間よ

り33百万円増加し、43百万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21百万

円、敷金の差入による支出19百万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、前第２四半期連結会計期間よ

り301百万円増加し、96百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払96百万円によるものであ

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。

　

(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

①設備の新設

当第２四半期連結会計期間において、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)

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
姫路店

(兵庫県姫路市)
和装関連事業

移転
(賃借)

239.279,288 ─ 6,88416,172
平成22年
７月

10

店舗
川崎店

(川崎市川崎区)
和装関連事業

移転
(賃借)

251.0011,015 93 3,50014,608
平成22年
８月

12

(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

該当事項はありません。

　

(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
長野店

（長野県長野市）
和装関連事業

移転
（賃借）

20,500 ─ 自己資金
平成22年
12月

平成22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 72,612,000

計 72,612,000

　

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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月８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９月30日 ― 18,498,200 ― 1,215,949 ― 1,547,963
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22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　有限会社東京共同
会計事務所)

PO BOX 309GT.UGLAND HOUSE.SOUTH CHURCH
ST GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,CAYMAN
ISLAND
(東京都千代田区丸の内３丁目１番１号国際
ビル９階)

4,107,100 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　有限会社東京共同
会計事務所)

PO BOX 309GT.UGLAND HOUSE.SOUTH CHURCH
ST GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,CAYMAN
ISLAND
(東京都千代田区丸の内３丁目１番１号国際
ビル９階)

2,042,900 11.0

ビービーエイチ　フォー　フィデ
リティー　ロープライス　ストッ
ク　ファンド
(常任代理人　株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行決済事業部)

40 WATER STREET,BOSTON MA 02109 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

1,100,000 5.9

河　端　　雄　樹 千葉県千葉市稲毛区 494,400 2.7

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 460,300 2.5

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)

435,200 2.4

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)

GROBAL 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)

343,500 1.9

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 U.S.A.
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

298,000 1.6

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 284,500 1.5

ステート　ストリート　バンク　ト
ラスト　カンパニー
(常任代理人　香港上海銀行東京
支店)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

165,400 0.9

計 ― 9,731,300 52.6

(注) １  上記のほか当社所有の自己株式401,844株(2.2％)があります。

２　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りであります。

　　　　　　日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 460,300株
　　　　　　資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 435,200株
　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 284,500株

３　フィディリティ投信株式会社から平成22年８月６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７月30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２四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 1,326,800株
　　　　　　株式保有割合 7.17％
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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　401,800

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
       18,083,900

180,839 ―

単元未満株式
普通株式　 12,500　
　

― 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 ― 180,839 ―

　

② 【自己株式等】

平成22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

401,800― 401,800 2.2

計 ― 401,800― 401,800 2.2

　

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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 882 893 910 895 880 889

最低(円) 818 828 843 850 839 846

(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２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,318,139 4,148,701

売掛金 144,053 379,111

割賦売掛金 4,951,739 4,298,480

有価証券 ※２
 3,139,608

※２
 2,387,717

商品及び製品 1,803,462 1,776,134

原材料及び貯蔵品 59,413 40,623

その他 549,735 404,018

貸倒引当金 － △1,936

流動資産合計 14,966,150 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
 756,745

※１
 726,130

有形固定資産合計 3,155,489 3,124,874

無形固定資産 30,286 25,325

投資その他の資産

投資有価証券 ※２
 1,017,342

※２
 1,832,186

敷金及び保証金 808,348 810,242

その他 87,257 57,530

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,910,948 2,697,959

固定資産合計 5,096,725 5,848,159

資産合計 20,062,875 19,281,010
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 461,098 403,193

1年内返済予定の長期借入金 － 10,524

未払法人税等 387,682 601,005

前受金 1,113,213 535,234

預り金 3,268,969 3,247,181

賞与引当金 241,000 242,000

役員賞与引当金 － 15,000

販売促進引当金 245,230 131,233

割賦未実現利益 756,682 615,194

資産除去債務 83,945 －

その他 809,570 762,789

流動負債合計 7,367,391 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 129,207 －

繰延税金負債 527 2,857

固定負債合計 136,274 47,488

負債合計 7,503,666 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 9,970,993 10,040,178

自己株式 △337,986 △297,327

株主資本合計 12,557,214 12,667,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,994 2,251

評価・換算差額等合計 1,994 2,251

少数株主持分 － 855

純資産合計 12,559,209 12,670,166

負債純資産合計 20,062,875 19,281,010
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 ※１
 7,686,140

※１
 8,155,630

売上原価 2,758,398 2,939,123

売上総利益 4,927,742 5,216,506

販売費及び一般管理費 ※２
 4,173,590

※２
 4,349,480

営業利益 754,151 867,025

営業外収益

受取利息 9,708 5,366

受取配当金 3 －

信販取次手数料 12,935 7,654

雑収入 3,161 6,848

営業外収益合計 25,808 19,869

営業外費用

支払利息 336 413

投資事業組合運用損 1,054 2,325

雑損失 3,888 1,289

営業外費用合計 5,279 4,028

経常利益 774,680 882,866

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,052 1,727

関係会社株式売却益 － 19,743

特別利益合計 2,052 21,471

特別損失

固定資産除却損 1,506 3,210

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 1,506 163,315

税金等調整前四半期純利益 775,226 741,022

法人税、住民税及び事業税 364,730 364,603

法人税等調整額 △7,941 △98,456

法人税等合計 356,788 266,146

少数株主損益調整前四半期純利益 － 474,876

少数株主損失（△） △863 △237

四半期純利益 419,301 475,114
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 ※１
 4,168,860

※１
 4,652,353

売上原価 1,482,968 1,654,690

売上総利益 2,685,891 2,997,663

販売費及び一般管理費 ※２
 2,332,001

※２
 2,350,649

営業利益 353,889 647,013

営業外収益

受取利息 4,642 2,903

受取配当金 3 －

信販取次手数料 5,604 4,579

雑収入 1,696 755

営業外収益合計 11,946 8,237

営業外費用

支払利息 253 －

投資事業組合運用損 1,054 2,325

雑損失 2,344 924

営業外費用合計 3,653 3,249

経常利益 362,183 652,001

特別利益

貸倒引当金戻入額 550 －

特別利益合計 550 －

特別損失

固定資産除却損 － 3,210

特別損失合計 － 3,210

税金等調整前四半期純利益 362,734 648,790

法人税、住民税及び事業税 136,353 254,377

法人税等調整額 35,351 19,982

法人税等合計 171,705 274,359

少数株主損益調整前四半期純利益 － 374,430

少数株主損失（△） △409 －

四半期純利益 191,437 374,430
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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 775,226 741,022

減価償却費 50,324 54,040

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,052 △1,727

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,555 △1,000

販売促進引当金の増減額（△は減少） 108,248 113,997

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 △9,712 △5,366

支払利息 3,422 413

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 3,210

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） 542,113 146,397

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,319 △46,159

仕入債務の増減額（△は減少） 76,602 59,253

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 8,581 141,487

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,568 △17,872

預り金の増減額（△は減少） 16,786 22,516

その他 △53,114 △30,731

小計 1,378,089 1,301,447

利息及び配当金の受取額 9,774 5,531

利息の支払額 △3,631 △223

法人税等の支払額 △468,801 △569,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 915,431 737,418

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 △500 －

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 1,100,000 150,000

有形固定資産の取得による支出 △58,776 △26,804

有形固定資産の除却による支出 － △1,689

投資有価証券の取得による支出 △900,274 △100,092

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 △19,114 △23,871

敷金の回収による収入 1,050 24,908

貸付けによる支出 △500 △950

貸付金の回収による収入 1,615 1,067

その他 △2,890 △10,029

投資活動によるキャッシュ・フロー 130,658 △5,246

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） △150,000 －

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 △1,500 △3,255

自己株式の取得による支出 △280,593 △40,659

配当金の支払額 △553,027 △542,699

財務活動によるキャッシュ・フロー △930,121 △561,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,968 170,558

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
 5,992,606

※１
 6,155,747
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22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22年４月１日　至　平成22年９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

　　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、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、第１四半期連結会計期間の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

　　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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ6,478千円減少して

おり、税金等調整前四半期純利益は163,186千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

　　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２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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)に基づく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２四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。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９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)に基づく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２四半期連結会計期間では、「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２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22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22年９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  1,398,151千円※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 1,302,000千円

投資有価証券 550,890千円

※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２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22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。

※１　　　　　　　　　同左

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 861,118千円

販売促進費 404,458〃

給与手当 1,243,107〃

賃借料 466,619〃

減価償却費 49,673〃

賞与引当金繰入額 213,000〃

販売促進引当金繰入額 117,830〃

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 944,478千円

販売促進費 491,526〃

給与手当 1,264,595〃

賃借料 449,647〃

減価償却費 53,497〃

賞与引当金繰入額 241,000〃

販売促進引当金繰入額 119,800〃

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22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。

※１　　　　　　　　　同左

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 664,206千円

販売促進費 222,260〃

給与手当 624,140〃

賃借料 233,542〃

減価償却費 25,562〃

賞与引当金繰入額 104,566〃

販売促進引当金繰入額 52,210〃

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 678,814千円

販売促進費 242,612〃

給与手当 624,474〃

賃借料 223,334〃

減価償却費 27,068〃

賞与引当金繰入額 120,500〃

販売促進引当金繰入額 64,530〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四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９月30日現在）

 
現金及び預金 4,181,461千円

有価証券 2,636,089〃

　　　計 6,817,550千円

預入期間が３か月超の定期預金 △23,493〃

MMF以外の有価証券 △801,450〃

現金及び現金同等物 5,992,606千円
 

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四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９月30日現在）

 
現金及び預金 4,318,139千円

有価証券 3,139,608〃

　　　計 7,457,747千円

MMF以外の有価証券 △1,302,000〃

現金及び現金同等物 6,155,747千円
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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22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22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) 18,498,200

　

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) 401,844

　

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) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

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22年10月27日
取締役会

普通株式 217,156 12平成22年９月30日 平成22年12月６日 利益剰余金

　

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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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

4,020,290111,77336,7964,168,860 ― 4,168,860

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― 16,867 ─ 16,867 (16,867) ―

計 4,020,290128,64136,7964,185,727(16,867)4,168,860

営業利益または
営業損失(△)

300,797 88,423△31,196 358,024 (4,134)353,889

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

7,392,373223,15670,6107,686,140 ― 7,686,140

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― 28,461 1,500 29,961 (29,961) ―

計 7,392,373251,61872,1107,716,102(29,961)7,686,140

営業利益または
営業損失(△)

648,750 171,620△67,180 753,190 961 754,151

(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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計

期間（自  平成21年４月１日  至  平成21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】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計

期間（自  平成21年４月１日  至  平成21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。
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【セグメント情報】

(追加情報)

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２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９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 7,890,412238,98226,2348,155,630 ─ 8,155,630

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

─ 23,328 1,500 24,828△24,828 ─

計 7,890,412262,31127,7348,180,458△24,8288,155,630

セグメント利益
又は損失（△）

697,615187,465△13,235871,846△4,820 867,025

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９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
(注)３

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,531,675120,678 ─ 4,652,353 ─ 4,652,353

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

─ 13,798 ─ 13,798△13,798 ─

計 4,531,675134,476 ─ 4,666,152△13,7984,652,353

セグメント利益
又は損失（△）

557,13596,007 ─ 653,142△6,129 647,013

(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　人材派遣・紹介事業を営む「就職エージェント㈱」の当社が所有する全株式を平成22年６月18日に売却いた

しました。これにより当第２四半期連結会計期間において当セグメントに該当事項はありません。

　

３　報告セグメントの変更等に関する事項
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当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

　該当事項はありません。

　

４  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

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

　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)

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。

　

　

(資産除去債務関係)

資産除去債務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

しい変動が認められません。

　

　

(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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　　　　　694.02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２四半期連結会計期間末

(平成22年９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) 12,559,209 12,670,166

普通株式に係る純資産額(千円) 12,559,209 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) 401,844 354,894

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) 18,096,356 18,143,306

　

２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額　　　　　      22.88円１株当たり四半期純利益金額　　　　　　　　26.25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金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 419,301 475,114

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) 419,301 475,114

普通株式の期中平均株式数(株) 18,323,203 18,102,809

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 10.53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、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。

　

１株当たり四半期純利益金額 20.69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、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金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
 至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 191,437 374,430

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) 191,437 374,430

普通株式の期中平均株式数(株) 18,187,270 18,096,372
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(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、第１四半期連結会計

期間において、リース取引がなくなったため、記載しておりません。
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２ 【その他】

第40期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年10月27日開催の

取締役会において、平成22年９月30日の株主名簿に記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　　　　　　　　　　　　　　 　217,156千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　12円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成22年12月６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    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    湯　　浅　　信　　好    印

　
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２四半期連結会計期

間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21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21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。

　
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11月５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    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    有　　川　　　　　勉    印

　
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２四半期連結会計期

間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成

22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22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

「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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