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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

（注）平成20年12月期は決算期の変更により8ヵ月決算となったため、平成21年12月期の対前期増減率は記載しておりません。また、希薄化効果を有する
潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 6,310 6.1 536 32.6 516 28.5 356 81.3
21年12月期 5,950 ― 404 ― 402 ― 196 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 3,959.83 ― 12.3 10.6 8.5
21年12月期 2,184.17 ― 7.1 9.7 6.8

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

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 4,966 3,004 60.5 33,377.41
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  3,004百万円 21年12月期  2,783百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 498 △418 △179 2,012
21年12月期 △567 △282 941 2,112

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 500.00 ― 1,000.00 1,500.00 135 68.7 4.9
22年12月期 ― 500.00 ― 1,000.00 1,500.00 135 37.9 4.7

23年12月期 
（予想）

― 500.00 ― 1,000.00 1,500.00 ―

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

3,000 △8.2 270 △30.0 260 △30.7 140 △48.6 1,555.21

通期 6,000 △4.9 500 △6.8 480 △7.1 250 △29.9 2,777.16
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、5ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 日本和装マーケティング株式会社 ）

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 90,020株 21年12月期 90,020株

② 期末自己株式数 22年12月期  ―株 21年12月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

(注)平成20年12月期は決算期の変更により8ヵ月決算となったため、平成21年12月期の対前期増減率は記載しておりません。また、希薄化効果を有する
潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 5,914 4.6 515 6.0 515 5.0 278 42.1
21年12月期 5,654 ― 485 ― 490 ― 195 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年12月期 3,091.78 ―

21年12月期 2,176.42 ―

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 4,156 3,066 73.8 34,067.54
21年12月期 4,603 2,927 63.5 32,475.75

（参考） 自己資本 22年12月期  3,066百万円 21年12月期  2,923百万円

2.  23年12月期の個別業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）第2四半期累計期間については、単体での開示を行っていないため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

※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、多分に不確定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。 
 なお、上記予想に関する事項は、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

2,800 ― 240 ― 240 ― 120 ― 1,333.04

通期 5,700 △3.6 430 △16.5 440 △14.6 220 △21.0 2,443.90
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（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府発表の景気の基調判断で一時は「回復」という表現も使われました

が、その後予想以上に進行した円高をはじめとして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、当社グループは無料きもの着付教室の受講者募集のイメージキャラクターにタレントの観

月ありさを起用したことにより、20歳代及び30歳代の、着物に対して比較的意識の高い消費者の獲得に成功し、これ

ら新規顧客を対象とする販売仲介の取扱高が計画値を上回りました。加えて、全国規模で開催した「きもの大博覧

会」等のイベント及び「プレミアム倶楽部」と称する優良顧客へのプロモーション企画等、既存顧客に対する販売促

進活動も積極的に展開いたしました。さらに、「教室・セミナー（販売）会場・事務所」を一体化する「オールイン

ワン施設」への展開も業績向上に寄与しております。 

 また、平成21年３月から製造販売を開始した日本和装ホールセラーズ株式会社及び平成21年４月から割賦販売斡旋

業を開始した日本和装クレジット株式会社もグループ全体の業績に貢献いたしました。この結果、売上高は6,310百

万円（前年比6.1％増）となりました。 

 利益面では、オールインワン施設に対する地代家賃の増加や積極的な営業展開の結果、営業経費には若干の増加が

見られましたが、グループ内で割賦販売斡旋業を本格化したことによるローン手数料の減少や広告宣伝費の減少等に

より営業利益は536百万円（前年比32.6％増）となりました。 

 営業外損益では、協賛金収入や貯蔵品売却益などが若干減少し、一方では支払利息が増加したこと等により経常利

益は516百万円（前年比28.5％増）となりました。 

 特別損益では、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7百万円計上し、新株予約権の行使期

限の到来により未行使の残高4百万円を新株予約権戻入益に計上したこと等により税金等調整前当期純利益は523百万

円（前年比34.2％増）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166百万円（前年比

13.7％減）を計上いたしました。 

 これらの結果、当期純利益は356百万円（前年比81.3％増）となりました。 

  

②次期の見通し 

 今後の当社グループを取り巻く経営環境を展望すると、依然として消費の回復には時間がかかると考えられ、着物

業界においても回復の兆しが見えない状況が予想されます。 

 このような環境のなか、当社グループは、これまで取組んできた消費者からの信頼性をより一層確かなものとし、

「日本和装」事業の新規顧客（無料きもの着付教室の受講者）及び既存顧客（無料きもの着付教室の修了生）に対し

て、より一層の顧客満足をめざし、中長期を見据えた業界全体の活性化に備え、その準備期間として、規模の拡大を

図ることより、質の向上を優先し、売上高については6,000百万円とし、利益面については、営業利益500百万円、経

常利益480百万円、当期純利益250百万円の見通しであります。 

  

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末から204百万円（前年比4.3％）増の4,966百万円となりました。

これは主に割賦債権を流動化したこと等により流動資産が129百万円減少し、一方では、神奈川県鎌倉市扇ガ谷に商

品展示場を兼ねた会員向け宿泊施設建設を目的とした土地237百万円を取得したこと等により、固定資産が333百万円

増加したことによるものであります。 

 当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末から12百万円（前年比0.6％）減の1,962百万円となり

ました。これは主に短期及び長期の借入金減少44百万円によるものであります。 

 当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末から216百万円（前年比7.8％）増の3,004百万円と

なりました。これは主に剰余金の配当を135百万円実施し、当期純利益を356百万円計上したことによるものです。 

 この結果、当連結会計年度末における自己資本比率は60.5％となっております。 

１．経営成績
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、2,012百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は498百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益523百万円及び債権流動化等による割賦売掛金の減少402百万円等によるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動に使用した資金は418百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出357百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動に使用した資金は179百万円となりました。これは主に短期借入金の純減少額63百

万円及び配当金の支払額134百万円によるものであります。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

    ２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

    ３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。 

    ４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

    ５．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインスタント・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャ

ッシュ・フローがマイナスである期については記載しておりません。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主尊重の立場から、株主利益を守り継続かつ、安定した配当を実施することが経営の重要な要素である

と認識しており、配当に対する基本的な考え方としております。今後も中長期的な事業展開を考慮し経営基盤の安定

を図るための内部留保の確保にも配慮しつつ、業績動向等を総合的に勘案して、株主様への利益還元策を検討してい

く所存であります。 

 平成22年12月期の期末配当金につきましては、１株当たり1,000円とさせていただきます。これにより、すでにお

支払済みの中間配当金500円と合わせ、当期の１株当たり年間配当金は1,500円を予定しております。 

 また、次期の配当につきましては、年間1,500円を予定しております。  

  平成20年４月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率（％）  73.4  77.6  58.5  60.5

時価ベースの自己資本比率（％）  71.8  60.7  52.8  58.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（％） 
 －  －  －  210.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 －  －  －  27.2
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 当社グループは、当社及び連結子会社である日本和装ホールセラーズ株式会社、日本和装クレジット株式会社

NIHONWASOU USA,INC.並びに非連結子会社である瀧日弘子事務所株式会社及び博多織物協同組合により構成されてお

り、きもの関連事業を主たる業務としております。当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付

けは以下のとおりであります。 

   

（１）きもの関連事業 

  当社グループは、文化ビジネス創造企業として、「『教える』又は『伝える』というプロセスなしでは、流通がスム

ーズに展開しない商品及び衰退もしくは消滅しかねない商品」の技術及び産業の継続を支援する活動を通して、単なる

小売業ではなく、仲介の新業態としてのビジネスモデルを確立しております。 

  きもの関連事業の中でも中核的な「日本和装」事業では、着物文化のＰＲ活動として、着物を「着ること」を教え、

着物を「着る機会」をつくり、着物の「物の価値」を伝えることにより、着物文化の普及啓発と販売仲介業務を行うも

のであります。 

 「日本和装」事業では、新規顧客（無料きもの着付教室の受講者）向けに無料きもの着付教室を運営し、また、既存

顧客（無料きもの着付教室の修了生）向けに、より上級の着付教室や各種イベントを企画し、当社と販売業務委託契約

を締結した全国の着物や帯のメーカー、和装品全般の総合卸売業者及び生産者組合（以下、「契約企業」という。）の

取扱商品を受講者や修了生に販売する機会を提供しております。受講者や修了生への販売主体はあくまで各契約企業で

ありますが、当社は中立の立場で、各契約企業の取扱商品の品質、価値及び価格に配慮しながら仲介業務に取り組んで

おります。また、受講者や修了生の購入した着物等の加工から納品までの一貫した工程管理を各契約企業から請負って

おります。 

  以上述べました事業内容による収益は、各契約企業への販売仲介業務による仲介手数料収入及び代金回収代行手数料

収入、各契約企業からの着物加工請負による加工請負料収入及び納品代行手数料収入、着付けに必要な和装小物の販売

による収入であり、それぞれ手数料売上高、加工料売上高及び小物売上高として売上計上しております。 

  

・日本和装ホールディングス株式会社（当社） 

 「日本和装」事業の中核的な位置付けであり、グループ全体の経営管理を行っております。 

・日本和装ホールセラーズ株式会社（連結子会社） 

 無料きもの着付教室のカリキュラムのなかの「物の価値」を伝える講義を担当することにより、和装文化

に関する情報提供サービスを各契約企業に提供しております。また、平成21年３月には織物の製造を開始

し、受講者や修了生に製品の販売を行っております。 

・日本和装クレジット株式会社（連結子会社） 

 受講者や修了生の代金決済の利便性を向上させ、「日本和装」事業とのシナジー効果を 大限にあげるこ

とを目的に平成19年５月に設立され、貸金業を営んでおりましたが、平成21年４月に割賦販売斡旋業を開始

いたしました。 

・NIHONWASOU USA,INC.（連結子会社） 

 日本のきもの文化を世界に発信する拠点として米国ニューヨーク市に設立され、無料きもの着付教室を中

心にきもの関連事業を展開しております。 

・瀧日弘子事務所株式会社（非連結子会社） 

 「日本和装」事業の契約企業として和服及び和装品の販売促進に関する行事の企画、制作、運営、開催及

び管理事業を目的として、日本和装ホールセラーズ株式会社の100％出資により設立いたしました。 

・博多織物協同組合（非連結子会社） 

 日本和装ホールセラーズ株式会社が製造する織物に博多ブランドを証明する「証紙」を発行する目的で設

立されました。なお、日本和装ホールセラーズ株式会社からの出資は25％でありますが、取引関係において

緊密な関係がある者の出資が75％でありますので、子会社としております。  

  

（２）その他の事業 

 当社グループの中で「その他の事業」として分類しているのは、日本和装クレジット株式会社の営んでいる貸金業の

みであります。 

   

 なお、従来連結子会社であった日本和装マーケティング株式会社は、平成22年５月10日をもって当社と合併いたしま

した。  

２．企業集団の状況
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 ［事業系統図］ 

  以上述べた事業の内容を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
 なお、上記事業系統図では、瀧日弘子事務所株式会社は契約企業としての位置付け、また、博多織物協同組合は組合員

である日本和装ホールセラーズ株式会社にのみサービスを提供しておりますので、図示を省略しております。 
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（１）会社の経営の基本方針 

 平成21年12月期決算短信（平成22年2月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 なお、当該決算短信は次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ）  

  http://www.wasou.com/profile/ir/data.html 

  

（２）目標とする経営指標 

 平成21年12月期決算短信（平成22年2月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 なお、当該決算短信は次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ）  

  http://www.wasou.com/profile/ir/data.html 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 平成21年12月期決算短信（平成22年2月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 なお、当該決算短信は次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ）  

  http://www.wasou.com/profile/ir/data.html 

  

（４）会社の対処すべき課題 

 当社グループの対処すべき課題といたしましては、顧客満足の追求につきると考えております。 

 当社グループの中核的な事業である「日本和装」事業の成果は、当社グループの社員のみならず、着物着付講師、

契約企業が一体となって無料きもの着付教室等の受講者の期待に沿った企画をおこない購買意欲を 大化することに

かかっております。当期に獲得した若い年代層の顧客は、高年齢化が進む着物業界では、まったく新しい顧客層であ

ります。その層を含め、既存顧客に対しては、これまで以上に充実したプロモーション企画及び販売機会を創出する

ことで、より積極的な着物の消費者に育ててまいります。一方、新規顧客の確保にも引き続き積極的に取組み、着物

市場の拡大を図ってまいります。 

 また、当社グループ内での織物の製造に加えて、織物を使った二次製品の販路拡大を目指し、日本の伝統文化の啓

蒙とともに着物業界の活性化を目指していく所存であります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,240,971 2,140,713

営業未収入金 275,851 504,809

割賦売掛金 1,109,914 707,349

営業貸付金 26,584 19,859

たな卸資産 76,309 113,811

前払費用 137,363 150,792

繰延税金資産 38,273 47,603

未収入金 122,931 205,997

その他 5,409 5,587

貸倒引当金 △15,721 △8,124

流動資産合計 4,017,888 3,888,398

固定資産   

有形固定資産   

建物 249,077 322,296

減価償却累計額 △41,097 △89,973

建物（純額） 207,979 232,323

土地 84,903 323,521

その他 59,274 95,111

減価償却累計額 △34,731 △55,781

その他（純額） 24,543 39,329

有形固定資産合計 317,426 595,175

無形固定資産 10,850 20,298

投資その他の資産   

投資有価証券 － 3,000

繰延税金資産 2,371 2,371

敷金及び保証金 412,865 443,925

その他 10,951 13,639

貸倒引当金 △10,000 －

投資その他の資産合計 416,188 462,936

固定資産合計 744,465 1,078,409

資産合計 4,762,354 4,966,808
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 76,821 41,498

短期借入金 1,029,992 983,648

未払金 112,424 149,491

未払費用 80,422 82,040

未払法人税等 78,419 88,848

未払消費税等 8,905 23,534

前受金 377,345 393,568

営業預り金 23,628 29,378

その他 105,287 91,802

流動負債合計 1,893,246 1,883,811

固定負債   

長期借入金 63,760 65,112

その他 17,250 13,250

固定負債合計 81,010 78,362

負債合計 1,974,256 1,962,173

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 1,989,723 2,211,156

株主資本合計 2,785,766 3,007,200

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,949 △2,566

評価・換算差額等合計 △1,949 △2,566

新株予約権 4,279 －

純資産合計 2,788,097 3,004,634

負債純資産合計 4,762,354 4,966,808

－9－

日本和装ホールディングス（株）（2499）　平成22年12月期決算短信



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,950,375 6,310,553

売上原価 979,004 1,024,542

売上総利益 4,971,370 5,286,011

販売費及び一般管理費 4,566,853 4,749,713

営業利益 404,517 536,297

営業外収益   

受取利息 1,346 1,501

協賛金収入 4,471 3,200

貯蔵品売却益 2,356 1,930

その他 1,205 2,105

営業外収益合計 9,379 8,736

営業外費用   

支払利息 6,605 21,804

催事関連費 4,843 3,899

その他 207 2,546

営業外費用合計 11,655 28,251

経常利益 402,241 516,782

特別利益   

新株予約権戻入益 325 4,279

貸倒引当金戻入額 2,196 7,377

特別利益合計 2,522 11,657

特別損失   

固定資産除却損 6,951 83

賃貸借契約解約損 6,392 5,026

リース解約損 1,357 －

特別損失合計 14,701 5,110

税金等調整前当期純利益 390,061 523,330

法人税、住民税及び事業税 195,006 176,195

法人税等調整額 △1,563 △9,329

法人税等合計 193,442 166,866

当期純利益 196,618 356,463
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 459,634 459,634

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 459,634 459,634

資本剰余金   

前期末残高 336,409 336,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 336,409 336,409

利益剰余金   

前期末残高 1,946,138 1,989,723

当期変動額   

剰余金の配当 △153,034 △135,030

当期純利益 196,618 356,463

当期変動額合計 43,584 221,433

当期末残高 1,989,723 2,211,156

株主資本合計   

前期末残高 2,742,181 2,785,766

当期変動額   

剰余金の配当 △153,034 △135,030

当期純利益 196,618 356,463

当期変動額合計 43,584 221,433

当期末残高 2,785,766 3,007,200

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,537 △1,949

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 588 △616

当期変動額合計 588 △616

当期末残高 △1,949 △2,566

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,537 △1,949

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 588 △616

当期変動額合計 588 △616

当期末残高 △1,949 △2,566
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

新株予約権   

前期末残高 4,083 4,279

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196 △4,279

当期変動額合計 196 △4,279

当期末残高 4,279 －

純資産合計   

前期末残高 2,743,728 2,788,097

当期変動額   

剰余金の配当 △153,034 △135,030

当期純利益 196,618 356,463

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 784 △4,896

当期変動額合計 44,369 216,536

当期末残高 2,788,097 3,004,634
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 390,061 523,330

減価償却費 36,697 79,703

固定資産除却損 6,951 83

新株予約権戻入益 － △4,279

賃貸借契約解約損 6,392 5,026

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,082 △17,597

受取利息 △1,346 △1,501

支払利息 6,605 21,804

営業未収入金の増減額（△は増加） 271,227 △228,957

割賦売掛金の増減額（△は増加） △1,109,914 402,565

営業貸付金の増減額（△は増加） 36,837 6,724

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,788 △37,502

前払費用の増減額（△は増加） 23,534 △16,899

未収入金の増減額（△は増加） △73,367 △83,065

営業未払金の増減額（△は減少） 10,641 △35,322

未払金の増減額（△は減少） 7,426 36,484

前受金の増減額（△は減少） 81,774 16,223

営業預り金の増減額（△は減少） △4,916 5,749

その他 70,835 6,664

小計 △284,265 679,235

利息の受取額 1,346 1,501

利息の支払額 △12,740 △18,331

法人税等の支払額 △272,145 △163,849

営業活動によるキャッシュ・フロー △567,804 498,555

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） 49,944 △16

有形固定資産の取得による支出 △248,139 △357,535

敷金保証金の増加額 △111,722 △92,401

敷金保証金の減少額 36,529 56,314

投資有価証券の取得による支出 － △3,000

その他 △8,959 △22,135

投資活動によるキャッシュ・フロー △282,348 △418,774
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 1,213,000 －

短期借入金の返済による支出 △200,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － △63,000

長期借入れによる収入 85,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △4,248 △31,992

配当金の支払額 △152,508 △134,446

財務活動によるキャッシュ・フロー 941,243 △179,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 588 △616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,679 △100,275

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期末残高 2,112,701 2,012,425
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  該当事項はありません。  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

   日本和装ホールセラーズ株式会社 

   日本和装クレジット株式会社 

   日本和装マーケティング株式会社 

   NIHONWASOU USA,INC. 

(1)連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

   日本和装ホールセラーズ株式会社 

   日本和装クレジット株式会社 

     NIHONWASOU USA INC. 

前連結会計年度において連結子会社であっ

た日本和装マーケティング株式会社は、平

成22年５月10日を合併効力発生日として当

社と合併したため、連結の範囲から除外し

ております。 

  (2)非連結子会社の名称等 

   博多織物協同組合 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。  

(2)非連結子会社の名称等 

   瀧日弘子事務所株式会社    

   博多織物協同組合 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。  

 ２．持分法の適用に関する 

事項 

(1)持分法適用の関連会社数 

  該当事項はありません。 

(2)持分法を適用しない非連結子会社の名

称等    

   博多織物協同組合 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会社は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であるため、持分法の適用範囲

から除外しております。  

(1)持分法適用の関連会社数 

  該当事項はありません。 

(2)持分法を適用しない非連結子会社の名

称等 

   瀧日弘子事務所株式会社    

   博多織物協同組合 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会社は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であるため、持分法の適用範囲

から除外しております。  
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 なお、上記「１．連結の範囲に関する事項及び２．持分法の適用に関する事項並びに３．会計処理基準に関する事項 

重要な資産の評価基準及び評価方法」以外は、 近の有価証券報告書（平成22年３月26日提出）における記載から重要な

変更がないため開示を省略しております。 

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

３．会計処理基準に関する事

項 

    

  重要な資産の評価基準

及び評価方法 

―  有価証券  

 持分法を適用していない非連結子会社株

式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

   たな卸資産  

 商品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

 たな卸資産  

 商品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

  製品及び仕掛品 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

原材料及び貯蔵品 

  終仕入原価法を採用しております。

   

  なお、貸借対照表価額については、収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定しております。 

製品及び仕掛品 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

原材料及び貯蔵品 

  終仕入原価法を採用しております。

   

  なお、貸借対照表価額については、収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定しております。 

（７）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

― 
 (連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 営業活動によるキャッシュ・フローに表示しておりま

す「新株予約権戻入益」△4,279千円は、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の全額

を戻し入れしたことによるものです。なお、前連結会計

年度において行使期限前に失効した「新株予約権戻入

益」△325千円は、営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。  
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前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

      全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セグメントの資産の金額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。 

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

      全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セグメントの資産の金額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。  

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

      全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも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。 

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

      全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも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。 

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31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。 

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31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。 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭30,924 44

１株当たり当期純利益金額 円 銭2,184 17

１株当たり純資産額 円 銭33,377 41

１株当たり当期純利益金額 円 銭3,959 83

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有してい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株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している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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   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。  

  

（開示の省略） 

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等並

びにリース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。  

  
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

 当期純利益（千円）  196,618  356,463

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益（千円）  196,618  356,463

 期中平均株式数（株）  90,020  90,020

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

 当期純利益調整額（千円）  －  －

 普通株式増加数（株）  －  －

  （うち新株予約権）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数 個）及び第４回新株予約

権（新株予約権の数 個）。 

  

2,397

260

 第３回新株予約権（新株予約権

の数 個）及び第４回新株予約

権（新株予約権の数 個）。 

 なお、第３回新株予約権及び第

４回新株予約権は、平成22年１月

31日に行使期間の末日が到来し、

すべての権利が消滅しておりま

す。  

2,397

260

  
前連結会計年度末

  （平成21年12月31日） 
当連結会計年度末

  （平成22年12月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  2,788,097  3,004,634

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 4,279  －

（うち新株予約権） （ )  4,279 （ )  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,783,817  3,004,634

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株） 
 90,020  90,020
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,102,086 1,838,381

営業未収入金 332,546 500,572

貯蔵品 7,099 10,049

前払費用 136,327 144,274

繰延税金資産 18,745 19,975

関係会社短期貸付金 1,030,000 430,000

未収入金 90,189 108,744

その他 4,091 5,219

貸倒引当金 △1,154 △816

流動資産合計 3,719,932 3,056,401

固定資産   

有形固定資産   

建物 229,441 306,027

減価償却累計額 △36,870 △88,102

建物（純額） 192,571 217,925

車両運搬具 14,565 23,440

減価償却累計額 △7,844 △12,975

車両運搬具（純額） 6,721 10,464

工具、器具及び備品 41,101 67,092

減価償却累計額 △25,096 △40,862

工具、器具及び備品（純額） 16,005 26,230

土地 22,166 259,758

有形固定資産合計 237,464 514,379

無形固定資産   

商標権 262 148

ソフトウエア 9,124 16,800

電話加入権 331 331

無形固定資産合計 9,718 17,281

投資その他の資産   

関係会社株式 140,265 130,000

関係会社長期貸付金 30,000 －

長期前払費用 551 904

繰延税金資産 51,199 6,548

敷金及び保証金 409,798 430,690

関係会社長期未収入金 74,323 －

その他 － 31

貸倒引当金 △70,000 －

投資その他の資産合計 636,138 568,175
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

固定資産合計 883,321 1,099,836

資産合計 4,603,253 4,156,237

負債の部   

流動負債   

営業未払金 63,823 27,879

短期借入金 1,000,000 400,000

未払金 105,810 137,836

未払費用 69,105 72,472

未払法人税等 77,107 83,307

未払消費税等 8,462 20,286

前受金 280,068 266,396

営業預り金 23,628 29,378

預り金 30,250 38,671

流動負債合計 1,658,256 1,076,227

固定負債   

預り敷金 5,250 5,250

預り営業保証金 12,000 8,000

固定負債合計 17,250 13,250

負債合計 1,675,506 1,089,477

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,634 459,634

資本剰余金   

資本準備金 336,409 336,409

資本剰余金合計 336,409 336,409

利益剰余金   

利益準備金 3,114 3,114

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,124,309 2,267,601

利益剰余金合計 2,127,423 2,270,715

株主資本合計 2,923,467 3,066,759

新株予約権 4,279 －

純資産合計 2,927,747 3,066,759

負債純資産合計 4,603,253 4,156,237
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

手数料売上高 4,216,487 4,427,972

加工料売上高 1,311,297 1,357,819

小物売上高 125,782 128,741

その他の売上高 511 －

売上高合計 5,654,078 5,914,533

売上原価   

加工仕入高 776,245 781,442

小物仕入高 64,194 64,870

貯蔵品評価損 2,216 4,995

売上原価合計 842,656 851,308

売上総利益 4,811,422 5,063,224

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,157,206 1,110,093

支払手数料 578,768 552,018

運賃 59,388 57,487

役員報酬 150,321 141,806

給与手当 804,982 835,763

法定福利費 101,601 111,786

福利厚生費 12,729 11,823

支払講師料 419,934 431,595

地代家賃 546,442 673,801

旅費及び交通費 98,017 106,164

通信費 76,521 64,182

備品消耗品費 73,828 82,229

減価償却費 34,278 76,711

賃借料 36,233 31,669

租税公課 18,967 25,310

その他 156,337 235,726

販売費及び一般管理費合計 4,325,557 4,548,170

営業利益 485,865 515,054

営業外収益   

受取利息 7,878 14,188

協賛金収入 4,471 3,200

受取手数料 550 433

貯蔵品売却益 2,356 1,930

その他 875 1,084

営業外収益合計 16,131 20,836
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業外費用   

支払利息 6,142 15,126

催事関連費 4,843 3,899

その他 207 1,469

営業外費用合計 11,193 20,495

経常利益 490,803 515,394

特別利益   

新株予約権戻入益 325 4,279

貸倒引当金戻入額 － 337

特別利益合計 325 4,617

特別損失   

固定資産除却損 6,912 83

関係会社株式評価損 50,000 10,265

貸倒引当金繰入額 67,803 －

賃貸借契約解約損 6,392 5,026

リース解約損 1,357 －

抱合せ株式消滅損 － 12,493

特別損失合計 132,465 27,869

税引前当期純利益 358,663 492,143

法人税、住民税及び事業税 193,604 170,400

法人税等調整額 △30,862 43,420

法人税等合計 162,741 213,821

当期純利益 195,921 278,322
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 459,634 459,634

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 459,634 459,634

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 336,409 336,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 336,409 336,409

資本剰余金合計   

前期末残高 336,409 336,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 336,409 336,409

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,114 3,114

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,114 3,114

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,081,421 2,124,309

当期変動額   

剰余金の配当 △153,034 △135,030

当期純利益 195,921 278,322

当期変動額合計 42,887 143,292

当期末残高 2,124,309 2,267,601

利益剰余金合計   

前期末残高 2,084,535 2,127,423

当期変動額   

剰余金の配当 △153,034 △135,030

当期純利益 195,921 278,322

当期変動額合計 42,887 143,292

当期末残高 2,127,423 2,270,715

株主資本合計   

前期末残高 2,880,579 2,923,467
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △153,034 △135,030

当期純利益 195,921 278,322

当期変動額合計 42,887 143,292

当期末残高 2,923,467 3,066,759

新株予約権   

前期末残高 4,083 4,279

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196 △4,279

当期変動額合計 196 △4,279

当期末残高 4,279 －

純資産合計   

前期末残高 2,884,663 2,927,747

当期変動額   

剰余金の配当 △153,034 △135,030

当期純利益 195,921 278,322

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196 △4,279

当期変動額合計 43,083 139,012

当期末残高 2,927,747 3,066,759
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  該当事項はありません。  

（１）役員の異動。 

   該当事項はありません。 

（２）その他 

    該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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