
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年２月３日

【四半期会計期間】 第46期第３四半期(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日)

【会社名】 京都きもの友禅株式会社

【英訳名】 KYOTO KIMONO YUZEN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服 部 雅 親

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町14番１号

【電話番号】 (03)3639-9191 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 天 野 真 也

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町14番１号

【電話番号】 (03)3639-9191 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 天 野 真 也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

 

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

 1/18



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45期

第３四半期連結
累計期間

第46期
第３四半期連結

累計期間
第45期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 (千円) 9,941,895 9,699,629 12,413,335

経常利益 (千円) 412,245 823,851 359,629

親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(千円) 301,145 538,763 △783,135

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 244,947 552,287 △835,125

純資産額 (千円) 8,612,394 7,582,920 7,532,322

総資産額 (千円) 17,679,670 15,640,190 15,539,027

１株当たり四半期純利
益金額又は当期純損失
金額（△）

(円) 25.22 45.11 △65.57

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 (％) 48.7 48.5 48.5
 

 

回次
第45期

第３四半期連結
会計期間

第46期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 9.79 5.63
 

(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。

 

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施策を中心に改善を図り、受注高増加に

向けた取り組みを強化してまいりました。

　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」販売およびレンタルについては、成約率・平均単価が低下したものの、来店者数が増加したため、受注

高は前年同期比1.2％増となりました。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は、店外催事

を中心に受注高が減少したため、前年同期比7.9％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5.0％減の8,920百万円となりました。また売上高（出荷高）

については、2.1％減の9,296百万円となりました。

　利益面においては、売上総利益は前年同期比0.4％減の5,995百万円となりました。販売費及び一般管理費につい

ては、広告費・販促費を中心として経費全般の削減・効率化を図ってきたことにより、対売上高比では3.6ポイント

改善いたしました。

　この結果、和装関連事業の営業利益は420百万円（前年同期は10百万円の営業損失）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10.0％減の403百万円、営業利益は10.5％減の289百万円とな

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2.4％減の9,699百万円、営業利益

は127.3％増の707百万円、経常利益は99.8％増の823百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は78.9％増の538

百万円となりました。

 

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

 3/18



 

（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10.3％増加し、13,367百万円となりました。これは、現金及び預金が

1,707百万円増加し、割賦売掛金が452百万円、商品及び製品が89百万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33.6％減少し、2,272百万円となりました。これは、投資有価証券が

1,283百万円減少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0.7％増加し、15,640百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、7,899百万円となりました。これは、買掛金が162百万円、

未払法人税等が128百万円それぞれ増加し、前受金が343百万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10.7％増加し、158百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.6％増加し、8,057百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.7％増加し、7,582百万円となりました。これは、利益剰余金が37百

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28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29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 15,498,200 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 15,498,200 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28年12月31日 ― 15,498,200 ― 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28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28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 3,555,400
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式11,929,800 119,298 ―

単元未満株式 普通株式   13,000 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 15,498,200 ― ―

総株主の議決権 ― 119,298 ―
 

(注)　単元未満株式欄の普通株式には、当社保有の自己株式64株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28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

3,555,400 ― 3,555,400 22.9

計 ― 3,555,400 ― 3,555,400 22.9
 

 

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28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,696,971 4,404,208

  売掛金 11,166 13,090

  割賦売掛金 5,540,986 5,088,125

  有価証券 1,920,991 1,903,070

  商品及び製品 1,604,074 1,514,990

  原材料及び貯蔵品 26,442 36,584

  その他 315,616 407,617

  流動資産合計 12,116,249 13,367,687

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 518,407 518,407

   その他（純額） 325,729 387,720

   有形固定資産合計 844,136 906,127

  無形固定資産 30,934 18,343

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,742,072 458,269

   敷金及び保証金 735,320 736,504

   その他 70,653 153,257

   貸倒引当金 △340 －

   投資その他の資産合計 2,547,706 1,348,032

  固定資産合計 3,422,778 2,272,503

 資産合計 15,539,027 15,640,190
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 218,303 380,727

  短期借入金 600,000 600,000

  未払法人税等 94,504 222,553

  前受金 1,409,587 1,065,860

  預り金 3,787,363 3,772,554

  賞与引当金 214,500 100,400

  販売促進引当金 75,330 188,550

  割賦未実現利益 816,769 780,567

  資産除去債務 89,859 85,308

  その他 557,614 702,592

  流動負債合計 7,863,831 7,899,114

 固定負債   

  長期未払金 6,540 6,540

  資産除去債務 135,173 151,522

  繰延税金負債 1,160 92

  固定負債合計 142,874 158,155

 負債合計 8,006,705 8,057,269

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 7,936,684 7,973,853

  自己株式 △3,335,465 △3,335,559

  株主資本合計 7,525,424 7,562,499

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,897 20,420

  その他の包括利益累計額合計 6,897 20,420

 純資産合計 7,532,322 7,582,920

負債純資産合計 15,539,027 15,640,190
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 9,941,895 9,699,629

売上原価 3,606,544 3,424,015

売上総利益 6,335,351 6,275,614

販売費及び一般管理費 6,023,915 5,567,857

営業利益 311,435 707,756

営業外収益   

 受取利息 1,433 340

 受取配当金 3,831 2,559

 信販取次手数料 82,484 69,055

 違約金収入 － 25,979

 雑収入 17,219 20,307

 営業外収益合計 104,968 118,243

営業外費用   

 支払利息 2,495 547

 雑損失 1,662 1,601

 営業外費用合計 4,158 2,149

経常利益 412,245 823,851

特別利益   

 投資有価証券売却益 86,295 －

 特別利益合計 86,295 －

特別損失   

 固定資産除却損 551 4,793

 特別損失合計 551 4,793

税金等調整前四半期純利益 497,989 819,058

法人税、住民税及び事業税 197,556 277,113

法人税等調整額 △712 3,180

法人税等合計 196,844 280,294

四半期純利益 301,145 538,763

親会社株主に帰属する四半期純利益 301,145 538,763
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 301,145 538,763

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △56,198 13,523

 その他の包括利益合計 △56,198 13,523

四半期包括利益 244,947 552,287

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 244,947 552,287

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。
 

　

(追加情報)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
 

 
 

(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27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 69,864千円 52,056千円
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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27年４月１日 至 平成27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27年６月24日
定時株主総会

普通株式 358,287 30 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

平成27年10月23日
取締役会

普通株式 143,313 12 平成27年９月30日 平成27年12月１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。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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28年６月29日
定時株主総会

普通株式 358,282 30 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

平成28年10月25日
取締役会

普通株式 143,312 12 平成28年９月30日 平成28年12月２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。
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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27年４月１日 至 平成27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 9,494,015 447,880 9,941,895 ― 9,941,895

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― 15,963 15,963 △15,963 ―

計 9,494,015 463,844 9,957,859 △15,963 9,941,895

セグメント利益
又は損失（△）

△10,547 323,572 313,024 △1,589 311,435
 

(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。

 

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28年４月１日 至 平成28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 9,296,318 403,311 9,699,629 ― 9,699,629

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― 16,179 16,179 △16,179 ―

計 9,296,318 419,491 9,715,809 △16,179 9,699,629

セグメント利益 420,404 289,538 709,942 △2,185 707,756
 

(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。

 

３．報告セグメントの変更等に関する情報

 会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備に係る

減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更しております。

　この変更がセグメント利益に与える影響額は軽微であります。
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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27年４月１日

至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日

 至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 25.22 45.11

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 301,145 538,763

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

301,145 538,763

普通株式の期中平均株式数(株) 11,942,796 11,942,730
 

(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。

 

EDINET提出書類

京都きもの友禅株式会社(E03320)

四半期報告書

15/18



２ 【その他】

第46期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当について、平成28年10月25日開催の取締役会にお

いて、平成28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                          　　143,312千円

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28年12月２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29年２月１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   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

 

 

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28年４月１日から平成29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28年10月１日か

ら平成28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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28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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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