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1. 平成26年8月期第1四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成25年11月30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 ％

26年8月期第1四半期 581 △5.1 62 △44.5 170 △33.2 95 △28.5
25年8月期第1四半期 613 △3.1 113 △9.7 255 260.2 133 225.5

（注）包括利益 26年8月期第1四半期 95百万円 （△29.2％） 25年8月期第1四半期 134百万円 （226.0％）

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

26年8月期第1四半期 78.49 ―
25年8月期第1四半期 108.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第1四半期 6,553 3,800 58.0
25年8月期 6,483 3,732 50.1
（参考）自己資本 26年8月期第1四半期 3,800百万円 25年8月期 3,732百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
25年8月期期末配当金の内訳 普通配当 11円25銭 記念配当 11円25銭 

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

25年8月期 ― 11.25 ― 22.50 33.75
26年8月期 ―
26年8月期（予想） 11.25 ― 11.25 22.50

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

第2四半期(累計) 1,229 1.6 157 △2.3 150 △74.3 85 △72.6 70.05
通期 2,431 2.2 312 76.0 299 △60.2 167 △24.0 138.06



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年8月期1Q 1,450,500 株 25年8月期 1,450,500 株
② 期末自己株式数 26年8月期1Q 236,096 株 25年8月期 236,096 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 1,214,404 株 25年8月期1Q 1,222,737 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代後の円安及び株価の回復等により景気回

復への期待感が高まりつつあります。しかしながら、欧州の財政問題、原子力発電所停止による全国的

な電力供給問題に加え、中国経済の減速や消費税増税政策等もあり、依然として景気の先行きは、不透

明感を拭えない状況となっております。 

このような状況下、当社グループの服飾事業におきましては、収益体質の強化に向け、販売品目の整

理等に取り組みましたが、為替の影響により売上原価は増加することとなりました。賃貸・倉庫事業に

おきましては、空き倉庫の賃貸先募集を積極的に進めました。これらの結果により、当第１四半期連結

累計期間の連結業績は売上高581,958千円(前年同四半期連結累計期間比5.1％の減少)、営業利益62,688

千円（前年同四半期連結累計期間比44.5％の減少）となったものの、営業外収益に「包括的長期為替予

約」の評価益等を為替差益として109,218千円計上したことにより経常利益170,875千円（前年同四半期

連結累計期間比33.2％の減少）、四半期純利益は95,323千円（前年同四半期連結累計期間比28.5％の減

少）となりました。 

 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、収益体質の強化を図りましたが、為替の影響により売上原価の増加と

なりました。これらの結果、売上高は428,894千円（前年同四半期連結累計期間比6.2％の減少）、営

業利益は10,481千円（前年同四半期連結累計期間比70.8％の減少）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、空き倉庫の賃貸先募集を積極的に進めました。売上高は153,064千円

(前年同四半期連結累計期間比2.1％の減少）、営業利益は52,082千円（前年同四半期連結累計期間比

32.0％の減少）となりました。 

  

 ①流動資産 

当第１四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35,866千円

(2.8％)増加し、1,322,412千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が10,282千円減少した

ものの、受取手形及び売掛金が45,699千円増加したことによるものであります。 

    ②固定資産 

当第１四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34,337千円

(0.7％)増加し、5,231,535千円となりました。この主な要因は、建設仮勘定が50,778千円減少したも

のの、建物及び構築物が80,413千円増加したことによるものであります。  

  ③流動負債 

当第１四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38,004千円

(2.1％)増加し、1,881,438千円となりました。この主な要因は、未払法人税等が111,061千円、通貨

スワップ契約等が105,114千円減少したものの、短期借入金が250,000千円増加したことによるもので

あります。 

 ④固定負債 

当第１四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35,891千円

(4.0％)減少し、872,085千円となりました。この主な要因は、長期借入金が49,380千円減少したこと

によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する説明

（２）連結財政状態に関する説明
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  ⑤純資産 

当第１四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68,091千円

(1.8％)増加し、3,800,424千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上95,323千円等に

よるものであります。 

  

平成25年８月期決算発表時（平成25年10月11日）の予想を変更しておりません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 245,034 234,752

受取手形及び売掛金 163,405 209,105

商品及び製品 692,122 707,335

原材料及び貯蔵品 72,952 80,256

その他 113,818 92,731

貸倒引当金 △786 △1,767

流動資産合計 1,286,545 1,322,412

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,643,681 1,724,095

土地 3,301,162 3,301,162

建設仮勘定 50,778 －

その他（純額） 16,947 16,123

有形固定資産合計 5,012,569 5,041,381

無形固定資産 9,347 8,570

投資その他の資産   

その他 185,818 192,121

貸倒引当金 △10,537 △10,537

投資その他の資産合計 175,281 181,583

固定資産合計 5,197,198 5,231,535

資産合計 6,483,744 6,553,948

負債の部   

流動負債   

買掛金 51,770 66,150

短期借入金 1,100,000 1,350,000

未払費用 134,807 124,321

未払法人税等 173,184 62,122

賞与引当金 6,185 10,640

通貨スワップ契約等 110,065 4,951

その他 267,421 263,251

流動負債合計 1,843,434 1,881,438

固定負債   

長期借入金 549,040 499,660

役員退職慰労引当金 180,849 182,349

資産除去債務 29,281 29,417

その他 148,804 160,657

固定負債合計 907,976 872,085

負債合計 2,751,410 2,753,523
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

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 3,002,925 3,070,924

自己株式 △303,301 △303,301

株主資本合計 3,732,262 3,800,261

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70 162

その他の包括利益累計額合計 70 162

純資産合計 3,732,333 3,800,424

負債純資産合計 6,483,744 6,553,948

株式会社カワサキ（3045）平成26年8月期　第１四半期決算短信

6



（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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 613,529 581,958

売上原価 274,350 294,367

売上総利益 339,178 287,590

販売費及び一般管理費 226,135 224,902

営業利益 113,043 62,688

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 141,617 109,218

負ののれん償却額 3,952 －

その他 846 1,387

営業外収益合計 146,417 110,606

営業外費用   

支払利息 3,082 2,305

その他 440 114

営業外費用合計 3,522 2,419

経常利益 255,937 170,875

特別損失   

店舗閉鎖損失 3,113 －

特別損失合計 3,113 －

税金等調整前四半期純利益 252,824 170,875

法人税、住民税及び事業税 101,440 60,774

法人税等調整額 18,151 14,777

法人税等合計 119,591 75,552

少数株主損益調整前四半期純利益 133,232 95,323

四半期純利益 133,232 95,323
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 133,232 95,323

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,573 92

その他の包括利益合計 1,573 92

四半期包括利益 134,805 95,415

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 134,805 95,415

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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