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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31日） 

 

(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 ％

21年8月期第3四半期 2,195 ― 133 ― △435 ― △77 ―

20年8月期第3四半期 2,280 11.1 320 14.6 234 △51.7 150 △75.9

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

21年8月期第3四半期 △59.06 ―

20年8月期第3四半期 109.55 ―

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

21年8月期第3四半期 8,043 3,652 45.4 2,818.70
20年8月期 7,833 3,792 48.4 2,886.77

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  3,652百万円 20年8月期  3,792百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― 22.50 ― 22.50 45.00
21年8月期 ― 11.25 ―

21年8月期 
（予想）

11.25 22.50

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 2,763 △5.6 26 △88.9 △548 ― △161 ― △123.32
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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）  無  

(2) 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  有  
[(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(3) 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（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もの） 

[(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（1）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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 1,450,500株 20年8月期  1,450,500株

② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  154,624株 20年8月期  136,724株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第3四半期 1,308,709株 20年8月期第3四半期 1,369,716株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年９月１日～平成21年５月31日）におけるわが国経済は、世界的な

金融危機による、株安、円高、雇用不安等から消費マインドは著しく低下し、企業業績に深刻な影響を及

ぼしております。  

 このような情勢下、当社グループの服飾事業では前連結会計年度に引き続き、直営店の新規出店展開と

百貨店の新規取引の開拓に注力し業績の拡大を図っております。新規直営店は、平成20年11月に「西宮店

（兵庫県）」、12月に「京都北山店（京都府）」を開店いたしました。また、平成21年２月に「新静岡店

（静岡県）」を閉店し、「静岡店（静岡県）」として移転開店しております。 なお、直営店の再構築の

ため平成21年４月末に「逆瀬川店（兵庫県）」を閉店しました。 

 賃貸・倉庫事業におきましては、平成20年11月に大阪府和泉市テクノステージの賃貸土地を売却、12月

に大阪府泉北郡忠岡町忠岡南の賃貸倉庫を取得、平成21年５月に奈良県天理市の賃貸倉庫を取得し、事業

の強化を図っております。  

 これらの結果により、当第３四半期連結累計期間の連結業績は売上高2,195,344千円、経常損失435,334

千円となりました。この主な要因は、営業外費用に「包括的長期為替予約」の評価損等を為替差損として

550,168千円計上したことによるものであります。また特別利益に固定資産売却益357,672千円を計上しま

したので、税金等調整前四半期純損失は77,661千円となり、四半期純損失は77,297千円となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

(1) 服飾事業  

   当事業部門におきましては、直営店の拡販と新規取引百貨店の開拓を図っております。売上高は 

  1,817,523千円、営業損失は1,264千円となりました。  

(2) 賃貸・倉庫事業  

    当事業部門におきましては、売上高は376,666千円、営業利益は157,816千円となりました。  

(3) 不動産仲介業  

    当事業部門におきましては、セグメント間の内部取引での売上高が65,477千円、営業利益は 

  27,587千円となりました。  

(4) その他の事業  

    当事業部門におきましては、売上高は1,153千円、営業利益は571千円となりました。  

  

  

(1) 財政状態の変動状況について  

 ①流動資産   

     当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて153,949千円 

  (9.4％)増加し、1,783,329千円となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品が50,002千円減少し 

  たものの、受取手形及び売掛金が79,048千円、商品及び製品が107,067千円、繰延税金資産が24,486 

  千円増加したことによるものであります。  

 ②固定資産   

     当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて55,566千円 

  (0.9％)増加し、6,259,920千円となりました。これは主に、土地が389,704千円減少したものの、 

  建物及び構築物が456,641千円増加したことによるものであります。  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 ③流動負債   

     当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて138,345 

    千円(4.7％)減少し、2,831,716千円となりました。これは主に、一年以内返済予定の長期借入金 

  が60,420千円、通貨スワップ契約等が522,962千円増加したものの、短期借入金が640,000千円、 

  未払法人税等が117,438千円減少したことによるものであります。  

 ④固定負債   

     当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて487,743 

    千円(45.5％)増加し、1,558,846千円となりました。これは主に、長期借入金の増加482,680千円 

  等によるものであります。  

 ⑤純資産   

     当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて139,881千 

    円(3.7％)減少し、3,652,688千円となりました。これは主に、配当金の支払44,262千円、自己 

  株式の取得17,761千円、四半期純損失77,297千円の計上によるものであります。 

  

  
  
(2) キャッシュ・フローの状況について  

   当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて12,773千 

  円減少し、304,770千円となりました。  

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー  

     通貨スワップ契約等が522,962千円増加し、減価償却費が112,700千円あったものの、税金等調整前

  四半期純損失77,661千円、固定資産売却益357,672千円、法人税等の支払額129,713千円等により、当

  第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは30,678千円の支出となりました。  

  ②投資活動によるキャッシュ・フロー  

      有形固定資産の取得による支出が999,293千円ありましたが、有形固定資産の売却による収入が 

  1,195,596千円あり、当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは190,222千円

  の収入となりました。  

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー  

   借入金の返済96,900千円及び配当金の支払44,262千円、自己株式の取得17,761千円があり、当第３

  四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは158,923千円の支出となりました。  

  

当期の予想につきましては、平成21年７月８日に通期の業績予想を変更しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

 り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

 諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

  また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりまし

 たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会  

 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（収益

 性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益

 が7,595千円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が7,595千円増加しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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)

(2) 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

(3) 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

株式会社カワサキ(3045) 平成21年８月期 第３四半期決算短信

5



5.【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21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 304,770 317,543

受取手形及び売掛金 344,864 265,815

商品及び製品 880,771 773,704

原材料及び貯蔵品 120,166 170,169

その他 134,362 103,579

貸倒引当金 △1,605 △1,431

流動資産合計 1,783,329 1,629,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,480,441 2,023,799

土地 3,451,049 3,840,754

建設仮勘定 1,809 712

その他（純額） 37,376 48,526

有形固定資産合計 5,970,677 5,913,793

無形固定資産 12,348 11,432

投資その他の資産   

その他 283,931 299,954

貸倒引当金 △7,035 △20,826

投資その他の資産合計 276,895 279,127

固定資産合計 6,259,920 6,204,354

資産合計 8,043,250 7,833,735

株式会社カワサキ(3045) 平成21年８月期 第３四半期決算短信
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 47,336 49,118

短期借入金 1,650,000 2,290,000

未払法人税等 22,851 140,289

賞与引当金 26,520 11,760

通貨スワップ契約等 522,962 －

その他 562,046 478,892

流動負債合計 2,831,716 2,970,061

固定負債   

長期借入金 1,189,070 706,390

役員退職慰労引当金 164,633 159,417

負ののれん 59,294 71,153

その他 145,849 134,143

固定負債合計 1,558,846 1,071,103

負債合計 4,390,562 4,041,165

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,300 564,300

資本剰余金 468,338 468,338

利益剰余金 2,834,474 2,956,033

自己株式 △211,979 △194,218

株主資本合計 3,655,132 3,794,453

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,444 △1,883

評価・換算差額等合計 △2,444 △1,883

純資産合計 3,652,688 3,792,569

負債純資産合計 8,043,250 7,833,735
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,195,344

売上原価 1,125,118

売上総利益 1,070,225

販売費及び一般管理費 936,862

営業利益 133,362

営業外収益  

受取利息 146

受取配当金 250

負ののれん償却額 11,858

その他 1,618

営業外収益合計 13,873

営業外費用  

支払利息 26,956

為替差損 550,168

その他 5,445

営業外費用合計 582,570

経常損失（△） △435,334

特別利益  

固定資産売却益 357,672

特別利益合計 357,672

税金等調整前四半期純損失（△） △77,661

法人税、住民税及び事業税 1,929

過年度法人税等 14,767

法人税等調整額 △17,061

法人税等合計 △364

四半期純損失（△） △77,297
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31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損失（△） △77,661

減価償却費 112,700

負ののれん償却額 △11,858

支払利息 26,956

為替差損益（△は益） 13,395

固定資産売却損益（△は益） △357,672

売上債権の増減額（△は増加） △79,048

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,064

仕入債務の増減額（△は減少） △1,782

通貨スワップ契約等の増減額(△は減少) 522,962

その他 34,196

小計 125,122

利息及び配当金の受取額 396

利息の支払額 △26,483

法人税等の支払額 △129,713

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,678

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △999,293

有形固定資産の売却による収入 1,195,596

その他 △6,080

投資活動によるキャッシュ・フロー 190,222

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △640,000

長期借入れによる収入 750,000

長期借入金の返済による支出 △206,900

自己株式の取得による支出 △17,761

配当金の支払額 △44,262

財務活動によるキャッシュ・フロー △158,923

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,773

現金及び現金同等物の期首残高 317,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 304,770
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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20年９月１日 至 平成21年５月31日) 

 
(注)１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

(1) 服飾事業………………シェニール織高級タオル、婦人身の回り品(バック、ハンカチ)、婦人ウエア(ブラ

ウス、セーター)、バス・トイレタリー製品 

(2) 賃貸・倉庫事業………不動産の賃貸、商品の保管及び荷役の作業 

(3) 不動産仲介業…………不動産の賃貸及び売買の仲介業 

(4) その他の事業…………保険代理業 

  
  ２. 会計方針の変更 

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）により算定しております。  

この結果、従来の方法によった場合に比べて、服飾事業の営業損失が7,595千円増加しております。  

   

 当第３四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日)において、本邦以外の国

又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため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20年９月１日 至 平成21年５月31日)において、海外売上高が

ないため該当事項はありません。 

  

 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

【事業の種類別セグメント情報】

服飾事業 
(千円)

賃貸・倉庫
事業 
(千円)

不動産
仲介業 
（千円）

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,817,523 376,666 ─ 1,153 2,195,344 ― 2,195,344

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

30 9,843 65,477 ─ 75,351 （75,351） ―

計 1,817,554 386,509 65,477 1,153 2,270,695 （75,351） 2,195,344

営業利益又は営業損失（△） △1,264 157,816 27,587 571 184,711 （51,348） 133,362

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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 （1）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31日） 

 
  

「参考資料」

科  目

前年同四半期

(平成20年８月期

第３四半期)

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ 売上高 2,280,208 100.0

Ⅱ 売上原価 1,116,000 48.9

   売上総利益 1,164,207 51.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 843,850 37.0

   営業利益 320,357 14.1

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息及び受取配当金 451

 2. 負ののれん償却額 3,952

 3. その他 4,867

  営業外収益合計 9,272 0.4

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 29,435

 2. 為替差損 63,362

 3. その他 1,876

  営業外費用合計 94,674 4.2

   経常利益 234,955 10.3

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 2,496

  特別利益合計 2,496 0.1

   税金等調整前四半期純利益 237,451 10.4

   税金費用 87,403 3.8

   四半期純利益 150,048 6.6
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 （2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31日） 

 
  

  
  
  

  

  

  

前年同四半期

(平成20年８月期第３四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ 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 237,451

   減価償却費 97,175

   負ののれん償却額 △3,952

   支払利息 29,435

   為替差損益（△は益） △5,404

   固定資産売却益 △2,496

   売上債権の増減額(△は増加) △177,734

   たな卸資産の増減額(△は増加) △104,023

   仕入債務の増減額(△は減少) △30,681

   その他 104,112

    小計 143,880

   利息及び配当金の受取額 451

   利息の支払額 △27,653

   法人税等の支払額 △254,221

  営業活動によるキャッシュ・フロー △137,542

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △203,642

   有形固定資産の売却による収入 18,648

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取 

   得による支出
△28,112

   生命保険返戻による収入 39,646

   その他 5,750

  投資活動によるキャッシュ・フロー △167,709

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増額(△は減少) 680,000

   長期借入れによる収入 450,000

   長期借入金の返済による支出 △609,579

   自己株式の取得による支出 △111,348

      配当金の支払額 △94,369

  財務活動によるキャッシュ・フロー 314,702

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,404

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 14,856

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 218,330

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 233,187
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