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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42期

第３四半期連結
累計期間

第43期
第３四半期連結

累計期間
第42期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高 (千円) 13,056,437 12,281,080 16,688,791

経常利益 (千円) 2,265,404 1,452,356 2,672,407

四半期(当期)純利益 (千円) 1,377,778 875,451 561,493

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 1,379,846 858,361 579,821

純資産額 (千円) 11,907,973 11,350,750 11,107,948

総資産額 (千円) 20,081,753 19,699,687 19,166,460

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 94.08 59.78 38.34

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 59.3 57.6 58.0
 

　

回次
第42期

第３四半期連結
会計期間

第43期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 25.91 12.03
 

(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、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３四半期連結累計期間において、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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の決定又は締結等はありません。

　

３ 【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３四半期連結累計期間において、当社グループでは、商品構成や広告・販促施策の充実化を図

り、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、来店者数および成約率が低下傾向で推移したため、受注高は前年同期比

10.2％減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服」等の受注高についても、前年同期比

4.2％減となりました。

　以上により、和装関連事業の受注高は、前年同期比5.3％減の11,753百万円となりました。また売上

高（出荷高）については、6.3％減の11,771百万円となりました。

　利益面においては、売上総利益は前年同期比7.0％減の7,510百万円となりました。営業利益について

は、前年同期比45.0％減の1,014百万円となりました。

〔金融サービス事業〕

金融サービス事業については、売上高は前年同期比3.4％増の509百万円、営業利益は1.4％増の380百

万円となりました。

　
この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は前年同期に比べ5.9％減の12,281百万

円、営業利益は37.2％減の1,391百万円、経常利益は35.9％減の1,452百万円、四半期純利益は36.5％減

の875百万円となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.9％減少し、14,551百万円となりました。これは、現金及

び預金が259百万円、割賦売掛金が124百万円それぞれ増加し、有価証券が1,149百万円、商品及び製品

が74百万円それぞれ減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて32.9％増加し、5,147百万円となりました。これは、投資有

価証券が1,282百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.8％増加し、19,699百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.5％増加し、8,186百万円となりました。これは、買掛金が

286百万円、販売促進引当金が173百万円、預り金が114百万円それぞれ増加し、未払法人税等が339百万

円減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.9％増加し、162百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、8,348百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.2％増加し、11,350百万円となりました。これは、利益

剰余金が260百万円増加したことなどによります。

　

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ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

該当事項はありません。

　

(５)従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　

(６)受注、販売及び仕入の状況

当第３四半期連結累計期間において、受注、販売及び仕入の状況の著しい変動はありません。

　

(７)主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。
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第３ 【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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月３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 17,498,200 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 17,498,200 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25年12月31日 ― 17,498,200 ― 1,215,949 ― 1,547,963
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【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、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25年９月30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25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 2,853,300
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式14,632,900 146,329 ―

単元未満株式 普通株式   12,000 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 17,498,200 ― ―

総株主の議決権 ― 146,329 ―
 

(注)　単元未満株式欄の普通株式には、当社保有の自己株式82株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25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

2,853,300 ― 2,853,300 16.3

計 ― 2,853,300 ― 2,853,300 16.3
 

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【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)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、第３四半期連結会計期間（平成25年10月

１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31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)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,852,523 4,112,279

売掛金 17,307 40,211

割賦売掛金 6,420,527 6,544,621

有価証券 2,668,207 1,518,480

商品及び製品 1,851,202 1,776,818

原材料及び貯蔵品 34,294 31,062

その他 450,168 528,264

流動資産合計 15,294,232 14,551,737

固定資産

有形固定資産

土地 1,447,508 1,447,508

その他（純額） 587,599 578,929

有形固定資産合計 2,035,107 2,026,437

無形固定資産 62,265 56,868

投資その他の資産

投資有価証券 956,892 2,239,804

敷金及び保証金 750,493 747,878

その他 67,468 76,960

投資その他の資産合計 1,774,855 3,064,644

固定資産合計 3,872,228 5,147,950

資産合計 19,166,460 19,699,687
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 282,952 569,835

未払法人税等 432,197 92,288

前受金 1,212,598 1,313,827

預り金 3,637,763 3,752,012

賞与引当金 260,000 125,000

役員賞与引当金 13,800 －

販売促進引当金 119,570 293,120

割賦未実現利益 1,069,704 1,093,138

資産除去債務 73,517 59,759

その他 808,308 887,229

流動負債合計 7,910,412 8,186,212

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 141,410 156,069

繰延税金負債 149 115

固定負債合計 148,099 162,724

負債合計 8,058,512 8,348,937

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 10,639,118 10,899,481

自己株式 △2,474,725 △2,475,196

株主資本合計 11,088,598 11,348,490

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,349 2,260

その他の包括利益累計額合計 19,349 2,260

純資産合計 11,107,948 11,350,750

負債純資産合計 19,166,460 19,699,687
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 13,056,437 12,281,080

売上原価 4,623,061 4,405,552

売上総利益 8,433,375 7,875,528

販売費及び一般管理費 6,219,147 6,484,325

営業利益 2,214,228 1,391,202

営業外収益

受取利息 4,004 2,908

受取配当金 － 1,889

信販取次手数料 39,054 47,172

雑収入 9,880 10,652

営業外収益合計 52,939 62,622

営業外費用

雑損失 1,763 1,468

営業外費用合計 1,763 1,468

経常利益 2,265,404 1,452,356

特別損失

固定資産除却損 12,433 4,115

特別損失合計 12,433 4,115

税金等調整前四半期純利益 2,252,971 1,448,241

法人税、住民税及び事業税 868,168 559,395

法人税等調整額 7,024 13,394

法人税等合計 875,193 572,789

少数株主損益調整前四半期純利益 1,377,778 875,451

四半期純利益 1,377,778 875,451
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,377,778 875,451

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,068 △17,089

その他の包括利益合計 2,068 △17,089

四半期包括利益 1,379,846 858,361

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,379,846 858,361

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 88,458千円
 

 85,230千円
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(株主資本等関係)

　

　

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

　
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24年６月19日
定時株主総会

普通株式 439,357 30 平成24年３月31日 平成24年６月20日 利益剰余金

平成24年10月17日
取締役会

普通株式 175,742 12 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

     該当事項はありません。

　
３．株主資本の著しい変動

     該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

　
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25年６月25日
定時株主総会

普通株式 439,350 30 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年10月16日
取締役会

普通株式 175,737 12 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

     該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．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

(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

計

売上高      

 外部顧客への売上高 12,563,408 493,028 13,056,437 ― 13,056,437

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― 28,683 28,683 △28,683 ―

計 12,563,408 521,711 13,085,120 △28,683 13,056,437

セグメント利益 1,844,615 375,591 2,220,207 △5,979 2,214,228
 

(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。

　

２．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。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．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

(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

計

売上高      

 外部顧客への売上高 11,771,320 509,759 12,281,080 ― 12,281,080

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― 22,949 22,949 △22,949 ―

計 11,771,320 532,709 12,304,030 △22,949 12,281,080

セグメント利益 1,014,194 380,996 1,395,190 △3,988 1,391,202
 

(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。

　

２．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)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

項目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

 至 平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 94.08 59.78

（算定上の基礎）   

四半期連結損益計算書上の四半期純利益金額(千円) 1,377,778 875,451

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金額(千円) 1,377,778 875,451

普通株式の期中平均株式数(株) 14,645,171 14,644,885
 

(注) 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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第43期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当について、平成25年10月16日開催の取

締役会において、平成25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                              175,737千円

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25年12月３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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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   日　　高　　真 理 子   印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   有   川         勉　 印

　
独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年１月29日

京都きもの友禅株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

　

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25年４月１日から平成26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25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平
成25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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
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25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表
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。
　
利害関係
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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