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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

（注）当社は、平成20年11月21日開催の臨時株主総会において定款の一部変更を決議し、これに伴い決算期を4月30日から12月31日に変更いたしまし
た。この結果、平成20年12月期は第3四半期がありませんので、平成21年12月期第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第3四半期 4,679 6.8 171 ― 158 ― 144 ―

21年12月期第3四半期 4,380 ― 3 ― 6 ― △42 ―

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

22年12月期第3四半期 1,603.56 ―

21年12月期第3四半期 △468.69 ―

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

22年12月期第3四半期 5,042 2,792 55.4 31,016.88
21年12月期 4,762 2,788 58.5 30,924.44

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  2,792百万円 21年12月期  2,783百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

21年12月期 ― 500.00 ― 1,000.00 1,500.00
22年12月期 ― 500.00 ―

22年12月期 
（予想）

1,000.00 1,500.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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 6,000 0.8 530 31.0 500 24.3 280 42.4 3,110.42



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q  90,020株 21年12月期  90,020株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  ―株 21年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q  90,020株 21年12月期3Q 90,020株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  11

季節的変動について ………………………………………………………………………………………………………  11

日本和装ホールディングス㈱　(2499)　平成22年12月期　第3四半期決算短信

－1－



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成22年６月に発表された日銀の景気の基調判断で１年11ヵ月

ぶりに「回復」という表現が使われました。しかし、急激な円高の進行によって、景気の先行き不透明感が強まり、

消費マインドが高まりにくい状況で終わりました。 

 当社グループが仲介を行う着物業界におきましても、消費の低迷はますます深刻化しております。 

このような環境のなか、当社グループは平成22年春期（１月、２月募集）の「4ヵ月間無料きもの着付教室」で、

受講者数が計画を上回ったこともあり、受講者を対象とする販売機会における販売仲介の取扱高が計画値を上回りま

した。加えて、既存顧客（「4ヵ月間無料きもの着付教室」等の修了生）を対象とする販売機会であるイベントを積

極的に開催し、全国展開した大型イベントにおいても、来場者数が目標を上回ったことにより、販売仲介の取扱高が

順調に推移しました。 

なお、当第３四半期連結会計期間は、平成22年秋期（８月、９月募集）の「4ヵ月間無料きもの着付教室」受講者

募集の時期にあたり、広告宣伝活動を積極的に行なったところ、計画どおりの受講者数を得ております。 

 また、連結子会社においては、平成21年より開始した新規事業の業績が順調に推移したことにより、当社グループ

間でのシナジー効果が現われてまいりました。なお、平成22年５月の日本和装マーケティング株式会社の吸収合併に

より発生した税金負担の軽減により、当四半期純利益は増加しました。 

 これらの結果、売上高は4,679百万円（前年同四半期比6.8％増）となりました。 

 利益面につきましては、積極的な営業を展開したことから営業経費に若干の増加がみられ営業利益は171百万円

（前年同四半期は営業利益３百万円）となりました。 

 営業外損益では、運転資金の借入金利息を16百万円、きものを着る機会の提供に伴う催事関連費を３百万円計上し

たことにより経常利益は158百万円（前年同四半期は経常利益６百万円）となりました。 

 特別損益では、新株予約権の行使期限の到来により行使されなかった新株予約権残高を特別利益に４百万円計上

し、回収懸念債権の一部を回収したことから貸倒引当金戻入額を５百万円計上したことにより税金等調整前四半期純

利益は168百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純利益４百万円）となりました。 

 法人税等は、法人税、住民税及び事業税を計上するとともに法人税等調整額を計上した結果23百万円（前年同四半

期比49.0％減）を計上いたしました。 

 四半期純利益は144百万円（前年同四半期は四半期純損失42百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して280百万円増加して5,042百万円とな

りました。  

 流動資産は、現金及び預金の増加30百万円、営業未収入金の増加20百万円、割賦売掛金の増加60百万円、たな卸資

産の増加28百万円及び流動資産その他の増加129百万円等に伴い総額で245百万円増加し4,263百万円となりました。 

 有形・無形固定資産及び投資その他の資産には、特記すべき変動はありません。 

 一方、流動負債につきましては、運転資金として短期借入金の増加167百万円、未払金の増加342百万円、前受金の

減少127百万円及び営業預り金の増加45百万円等に伴い総額で307百万円増加し2,201百万円となりました。 

 固定負債には、特記すべき変動はありません。 

 純資産につきましては、当第３四半期連結累計期間に計上した四半期純利益144百万円及び配当金の支払135百万円

により利益剰余金が９百万円増加いたしました。また、行使期限の到来により行使されなかった新株予約権４百万円

を特別利益に戻入いたしました。この結果、前連結会計年度末と比較して4百万円増加し2,792百万円となりました。

なお、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して3.1ポイント低下し55.4％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年2月15日に公表いたしました連結業績予想（通期）から修正は行っておりません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 連結子会社であった日本和装マーケティング株式会社を平成22年5月10日付で当社に吸収合併したことにより、連

結の範囲から除外しております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

記載すべき重要な事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,271,442 2,240,971

営業未収入金 296,399 275,851

割賦売掛金 1,170,048 1,109,914

営業貸付金 21,726 26,584

たな卸資産 104,855 76,309

その他 433,087 303,978

貸倒引当金 △34,069 △15,721

流動資産合計 4,263,491 4,017,888

固定資産   

有形固定資産 332,662 317,426

無形固定資産 19,236 10,850

投資その他の資産   

敷金及び保証金 421,071 412,865

その他 10,995 13,323

貸倒引当金 △4,807 △10,000

投資その他の資産合計 427,259 416,188

固定資産合計 779,158 744,465

資産合計 5,042,649 4,762,354

負債の部   

流動負債   

営業未払金 31,918 76,821

短期借入金 1,196,992 1,029,992

未払金 454,603 112,424

未払法人税等 13,147 78,419

前受金 249,464 377,345

営業預り金 69,140 23,628

その他 185,977 194,616

流動負債合計 2,201,243 1,893,246

固定負債   

長期借入金 36,016 63,760

その他 13,250 17,250

固定負債合計 49,266 81,010

負債合計 2,250,509 1,974,256
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（単位：千円）

当第３四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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,634 459,634

資本剰余金 336,409 336,409

利益剰余金 1,999,045 1,989,723

株主資本合計 2,795,088 2,785,766

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △2,949 △1,949

評価・換算差額等合計 △2,949 △1,949

新株予約権 － 4,279

純資産合計 2,792,139 2,788,097

負債純資産合計 5,042,649 4,762,354
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（２）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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,380,482 4,679,295

売上原価 747,919 803,764

売上総利益 3,632,562 3,875,531

販売費及び一般管理費 3,628,722 3,703,856

営業利益 3,840 171,674

営業外収益   

受取利息 1,146 1,304

協賛金収入 5,638 3,495

貯蔵品売却益 － 722

その他 1,289 1,378

営業外収益合計 8,075 6,900

営業外費用   

支払利息 3,218 16,288

催事関連費 2,025 3,294

その他 143 351

営業外費用合計 5,386 19,934

経常利益 6,528 158,640

特別利益   

新株予約権戻入益 318 4,279

貸倒引当金戻入額 － 5,192

特別利益合計 318 9,472

特別損失   

固定資産除却損 38 83

賃貸借契約解約損 1,209 －

リース解約損 1,357 －

特別損失合計 2,606 83

税金等調整前四半期純利益 4,241 168,030

法人税、住民税及び事業税 12,002 11,964

法人税等調整額 34,430 11,713

法人税等合計 46,433 23,678

四半期純利益又は四半期純損失（△） △42,191 144,352
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,289,944 1,412,172

売上原価 273,949 301,694

売上総利益 1,015,994 1,110,478

販売費及び一般管理費 1,304,983 1,324,364

営業損失（△） △288,989 △213,885

営業外収益   

受取利息 462 663

協賛金収入 2,313 1,805

催事関連収入 － 825

貯蔵品売却益 － 273

その他 49 605

営業外収益合計 2,825 4,172

営業外費用   

支払利息 2,062 7,063

催事関連費 2,845 －

その他 50 －

営業外費用合計 4,958 7,063

経常損失（△） △291,122 △216,777

特別利益   

新株予約権戻入益 318 －

貸倒引当金戻入額 － 2,192

特別利益合計 318 2,192

税金等調整前四半期純損失（△） △290,803 △214,584

法人税、住民税及び事業税 △117,789 △96,541

法人税等調整額 18,260 9,974

法人税等合計 △99,529 △86,567

四半期純損失（△） △191,274 △128,017
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 4,241 168,030

減価償却費 20,817 55,292

固定資産除却損 38 83

新株予約権戻入益 － △4,279

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,139 13,154

受取利息 △1,146 △1,304

支払利息 3,218 16,288

営業未収入金の増減額（△は増加） 325,761 △20,547

割賦売掛金の増減額（△は増加） △718,327 △60,133

営業貸付金の増減額（△は増加） 19,445 4,857

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,701 △28,546

前払費用の増減額（△は増加） － △61,379

未収入金の増減額（△は増加） － △76,461

営業未払金の増減額（△は減少） 12,105 △44,902

未払金の増減額（△は減少） 320,710 342,777

前受金の増減額（△は減少） △86,728 △127,881

営業預り金の増減額（△は減少） 18,027 45,512

その他 △8,353 △10,486

小計 △100,751 210,073

利息の受取額 1,146 1,304

利息の支払額 △7,767 △16,487

法人税等の支払額 △265,172 △76,978

営業活動によるキャッシュ・フロー △372,544 117,911

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 50,000 △11

有形固定資産の取得による支出 △87,854 △70,612

敷金保証金の増加額 △93,686 △53,031

敷金保証金の減少額 29,343 44,826

その他 △6,621 △11,250

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,819 △90,079

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 700,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 167,000

長期借入れによる収入 85,000 －

長期借入金の返済による支出 － △27,744

配当金の支払額 △148,362 △135,627

財務活動によるキャッシュ・フロー 636,637 3,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 678 △1,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 155,951 30,459
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,021,021 2,112,701

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,176,973 2,143,161
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該当事項はありません。  

  

  

 ［事業の種類別セグメント情報］ 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

並びに前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

及び当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業損益の合計額に占めるきもの関連事業の割合が、いずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

並びに前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

及び当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

［海外売上高］ 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

並びに前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

及び当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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季節的変動について  

 当社グループのきもの関連事業では、「4ヵ月間無料きもの着付教室」（毎週１回、全15回のカリキュラムにて実

施。）において、各契約企業が教室の受講者に販売する機会を提供し、仲介手数料等を受領しております。「4ヵ月

間無料きもの着付教室」は、主として春期講座（２月から順次開講）と秋期講座（９月から順次開講）から構成さ

れており、それぞれ開講から各四半期末までの経過期間（販売機会の提供期間）に相違があります。  

 また、「4ヵ月間無料きもの着付教室」の受講者の募集は教室開講前に実施するため、受講者募集経費の計上が収

益の計上に先行します。 

 このため、売上高及び受講者募集経費が各四半期に均等に計上されず、偏重する時期が異なるため、各四半期の

営業利益の間に相違があり、各四半期の業績に季節的変動があります。 

参考情報（平成21年12月期連結会計年度における四半期情報） 

 平成22年３月26日提出の第24期有価証券報告書第一部企業情報 第５経理の状況 １．連結財務諸表等 (2)その

他に記載した平成21年12月期連結会計年度における四半期情報は以下のとおりであります。 

   

  

４．補足情報

  
第１四半期 

自平成21年１月１日 
至平成21年３月31日 

第２四半期
自平成21年４月１日 
至平成21年６月30日 

第３四半期
自平成21年７月１日 
至平成21年９月30日 

第４四半期
自平成21年10月１日
至平成21年12月31日

 売上高（千円）  1,309,627  1,780,910  1,289,944  1,569,893

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

（△）（千円） 

 △380,433  675,477  △290,803  385,820

四半期純利益又は四

半期純損失（△）

（千円） 

 △242,935  392,018  △191,274  238,810

１株当たり四半期純

利益金額又は１株当

たり四半期純損失金

額（△）（円） 

 △2,698.69  4,354.79  △2,124.80  2,652.86
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