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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 6,186 10.0 △29 ― △12 ― △47 ―

2021年３月期第３四半期 5,622 △33.2 161 ― 189 198.7 201 ―
(注) 包括利益 2022年３月期第３四半期 △47百万円( ―％) 2021年３月期第３四半期 223百万円( ―％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第３四半期 △4.05 ―

2021年３月期第３四半期 16.88 ―
　

（注)「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用してお

り、2022年３月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年３月期第３四半期 12,571 4,925 39.2 415.97

2021年３月期 12,207 5,330 43.7 451.81
(参考) 自己資本 2022年３月期第３四半期 4,925百万円 2021年３月期 5,330百万円
　

（注)「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用してお

り、2022年３月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年３月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

2022年３月期 ― 3.00 ―

2022年３月期(予想) 3.00 6.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,630 12.5 102 62.0 117 18.0 68 △12.2 5.75
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

（注)「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用してお

り、上記の連結業績予想は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注) 詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記
事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年３月期３Ｑ 15,498,200株 2021年３月期 15,498,200株

② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 3,657,589株 2021年３月期 3,700,039株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 11,818,093株 2021年３月期３Ｑ 11,962,829株

　
(注) 期末自己株式数には、「株式給付型ＥＳＯＰ」が保有する当社株式（2022年３月期３Ｑ 351,300株、2021年

３月期 351,300株）が含まれております。また、「株式給付型ＥＳＯＰ」が保有する当社株式（2022年３月
期３Ｑ 351,300株、2021年３月期３Ｑ 166,069株）を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式
数に含めております。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての
注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」
をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が促進され、緊急事

態宣言解除により経済活動にも一部持ち直しの動きがみられましたが、動向には引き続き注視が必要であり、先行き

は不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境の中、当社グループでは、感染拡大の抑制に必要な対策、対応を実施しながら営業活動を行ってま

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。 

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更いたしました。そのため、各セグメントの前年

同期比較および分析は、変更後の区分に基づいております。 

また、第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2020年３月 31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を適用しています。詳細は、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連

結財務諸表に関する注記事項 （会計方針の変更）」に記載のとおりです。 

 

〔和装店舗運営事業〕 

「振袖」販売およびレンタルについては、緊急事態宣言発令期間が長期化したことや、集客のデジタルシフトによ

る効果が十分に出せていなかったこともあり、夏の繁忙期における集客に苦戦したものの、10 月以降の販促キャン

ペーンによる来店者数増加により、受注高は前年同期比 3.2％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、感染拡大防止に努めながら積極的に催事を行い、堅調に推移したため、前年同期比

29.1％増となりました。 

以上により、和装店舗運営事業の売上高（出荷高）については、収益認識会計基準等の適用の影響も加味し、7.9％

増の 6,017百万円となりました。 

利益面においては、売上総利益率は収益認識会計基準等の適用を加味した結果、前年同期と比べ 0.4 ポイント改善

し 62.9％となりました。販売費及び一般管理費については、中期計画策定のもと前期に引き続き構造改革を進めてお

り、特に広告宣伝費比率を引き下げつつ売上高を確保していく体制への変更を進めております。前述のとおり売上高

は増加したものの、前年同期は臨時休業期間中に発生した費用（人件費、店舗家賃、催事中止費用等）を特別損失と

して計上していたこともあり、対売上高比は 3.5 ポイント上昇いたしました。この結果、和装店舗運営事業の営業利

益は前年同期比 24.8％減の 433百万円となりました。 

 

〔その他事業〕 

その他事業については、写真スタジオ事業、ＥＣ事業を中心に売上高拡大に取り組み、売上高は前年同期比 268.2％

増の 168 百万円となりました。一方、新規事業への先行投資を行ったこともあり、営業損失は 61 百万円（前年同期は

営業利益 7百万円）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、売上高は前年同期比10.0％増の6,186百万円、営業損失は29百

万円（前年同期は営業利益161百万円）、経常損失は12百万円（同 経常利益189百万円）、親会社株主に帰属する四半

期純損失は47百万円（同 親会社株主に帰属する四半期純利益201百万円）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

   流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.5％増加し、9,827百万円となりました。これは、収益認識会計基準等の

適用に伴い、割賦売掛金を売掛金に含めて記載することとしたため、売掛金が2,930百万円増加し、割賦売掛金が

2,808百万円減少したこと、また、現金及び預金が156百万円、商品及び製品が130百万円それぞれ増加したことなどに

よります。 

   固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、2,743百万円となりました。これは、有形固定資産が113百万

円増加し、差入保証金が150百万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3.0％増加し、12,571百万円となりました。 
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（負債） 

   流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.3％増加し、7,347百万円となりました。これは、収益認識会計基準等の

適用に伴い、契約負債が470百万円、前受収益が534百万円それぞれ増加し、割賦未実現利益が449百万円、販売促進引

当金が103百万円それぞれ減少したことなどによります。 

   固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.7％増加し、298百万円となりました。 

   この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて11.2％増加し、7,646百万円となりました。 

（純資産） 

   純資産合計は、前連結会計年度末に比べて7.6％減少し、4,925百万円となりました。これは、収益認識会計基準等

の適用に伴い累積的影響額として295百万円の減少を加味したこと等により、利益剰余金が416百万円減少したことな

どによります。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

現時点におきましては、2021年11月10日に発表した業績予想から変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,280,960 4,437,273

売掛金 91,852 3,022,292

割賦売掛金 2,808,000 －

商品及び製品 1,501,519 1,631,915

原材料及び貯蔵品 32,348 34,525

その他 692,575 701,683

流動資産合計 9,407,256 9,827,690

固定資産

有形固定資産

その他（純額） 148,827 262,621

有形固定資産合計 148,827 262,621

無形固定資産 80,440 72,441

投資その他の資産

投資有価証券 40,095 40,095

差入保証金 1,805,200 1,655,200

敷金及び保証金 709,425 695,883

その他 16,389 17,497

投資その他の資産合計 2,571,109 2,408,675

固定資産合計 2,800,377 2,743,738

資産合計 12,207,633 12,571,428
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 193,778 424,651

短期借入金 1,300,000 1,300,000

リース債務 6,708 8,136

未払法人税等 80,836 33,714

前受金 958,044 1,226,304

預り金 3,008,892 2,906,316

賞与引当金 95,000 23,001

販売促進引当金 103,440 －

割賦未実現利益 449,836 －

前受収益 － 534,130

資産除去債務 20,263 7,413

契約負債 － 470,027

その他 382,621 413,511

流動負債合計 6,599,422 7,347,208

固定負債

リース債務 7,631 20,337

繰延税金負債 8,996 －

株式給付引当金 4,995 16,317

資産除去債務 256,052 262,266

固定負債合計 277,675 298,921

負債合計 6,877,097 7,646,130

純資産の部

株主資本

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,431,398 1,407,258

利益剰余金 5,748,973 5,332,695

自己株式 △3,065,784 △3,030,604

株主資本合計 5,330,536 4,925,298

純資産合計 5,330,536 4,925,298

負債純資産合計 12,207,633 12,571,428
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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 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 5,622,834 6,186,103

売上原価 2,109,884 2,311,087

売上総利益 3,512,949 3,875,015

販売費及び一般管理費 3,351,749 3,904,028

営業利益又は営業損失（△） 161,200 △29,012

営業外収益

受取利息 183 99

受取配当金 1,500 －

助成金収入 － 23,144

受取保険金 － 4,300

信販取次手数料 47,919 －

雑収入 8,793 6,105

営業外収益合計 58,396 33,649

営業外費用

支払利息 15,043 9,865

支払手数料 10,000 6,000

雑損失 4,956 1,660

営業外費用合計 30,000 17,525

経常利益又は経常損失（△） 189,596 △12,889

特別利益

投資有価証券売却益 3,269 600

固定資産売却益 781 －

助成金収入 195,899 －

会員積立金取崩益 277,954 －

特別利益合計 477,906 600

特別損失

臨時休業等による損失 376,527 －

和解金 12,550 2,500

固定資産除却損 － 0

減損損失 － 3,637

特別損失合計 389,077 6,137

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

278,424 △18,426

法人税、住民税及び事業税 75,408 35,364

法人税等調整額 1,107 △5,897

法人税等合計 76,515 29,466

四半期純利益又は四半期純損失（△） 201,909 △47,893

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

201,909 △47,893
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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 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 201,909 △47,893

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21,331 －

その他の包括利益合計 21,331 －

四半期包括利益 223,240 △47,893

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 223,240 △47,893

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 （継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更） 

持株会社体制への移行に伴い、「京都きもの友禅株式会社」を連結の範囲に含めております。 

 

（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

 これにより、代理人取引に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの

提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来「成

人式当日の着付ヘアメイク特典」について、将来の特典利用に備えるため、販売促進引当金を計上する方法によっており

ましたが、「成人式当日の着付ヘアメイク特典」を別個の履行義務として識別し、特典利用まで収益の計上を繰り延べる方

法に変更しております。 

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第

１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の

期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第 86 項に

定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認

識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第 86 項また書き(1)に定める方法を

適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約

条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 76,953 千円減少し、売上原価は 40,986 千円減少し、販売費及び一般

管理費は 89,057 千円減少し、営業利益は 53,090 千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 25,311

千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は 295,359千円減少しております。 

 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「割賦売

掛金」は、第１四半期連結会計期間より「売掛金」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた「割賦未実現

利益」は、「前受収益」に含めて表示することとしました。また、「販売促進引当金」は、「契約負債」に含めて表示するこ

ととしました。なお、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示

方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12号 2020年３月

31 日）第 28-15 項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分

解した情報を記載しておりません。 
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 （セグメント情報） 

前第３四半期連結累計期間（自 2020年 4月 1日 至 2020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 

(注) １ セグメント利益の調整額△423,281千円は本社管理費であります。 

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。 

 

 当第３四半期連結累計期間（自 2021年 4月 1日 至 2021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 

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△401,151千円は本社管理費であります。 

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損失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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

   「和装店舗運営事業」セグメントにおいて、資産の用途変更に伴い回収可能価額を見直した結果生じた減少額

3,637千円を減損損失として特別損失に計上しております。 

（のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

   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 

当社グループは従来、「和装関連事業」とそれに付随する「金融サービス事業」を展開してまいりましたが、

2021年3月期より、中長期的な更なる成長のために、新規事業の創出・拡充を推進しており、新規事業として写

真スタジオ事業、ＥＣ事業を開始してまいりました。さらに、2022年3月期第１四半期にはネイルサロン事業を

   （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 和装店舗運営事業 その他事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 5,576,988 45,846 5,622,834 ― 5,622,834 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 5,576,988 45,846 5,622,834 ― 5,622,834 

セグメント利益 577,294 7,187 584,482 △423,281 161,200 

   （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 和装店舗運営事業 その他事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 6,017,278 168,824 6,186,103 ― 6,186,103 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 6,017,278 168,824 6,186,103 ― 6,186,103 

セグメント利益 

又は損失（△） 
433,322 △61,184 372,138 △401,151 △29,012 
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開始、第２四半期にはオンラインスクール事業を開始しております。また、第１四半期連結会計期間より、事業

セグメントの見直しを行い、「金融サービス事業」は和装店舗での商品売上に付随した収益であることから、「和

装関連事業」と合わせて店舗別損益を管理することとしました。これに伴い、報告セグメントを従来の「和装関

連事業」「金融サービス事業」から、「金融サービス事業」を「和装関連事業」に含めた「和装店舗運営事業」、

及び前述の新規事業等を集約した「その他事業」に報告セグメントを変更いたしました。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載

しております。 

また、会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収

益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しており

ます。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「和装店舗運営事業」の売上高は76,953

千円減少、セグメント利益は53,090千円増加しております。 
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