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1. 平成30年8月期第3四半期の連結業績（平成29年9月1日～平成30年5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 ％

30年8月期第3四半期 1,499 △1.4 179 △15.2 189 △24.9 120 △23.7

29年8月期第3四半期 1,519 △1.5 211 52.0 251 204.6 157 203.4

（注）包括利益 30年8月期第3四半期　　120百万円 （△23.7％） 29年8月期第3四半期　　157百万円 （203.1％）

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

30年8月期第3四半期 56.01 ―

29年8月期第3四半期 73.40 ―

（注）当社は、平成30年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年8月期第3四半期 7,060 3,892 55.1

29年8月期 6,014 3,817 63.5

（参考）自己資本 30年8月期第3四半期 3,892百万円 29年8月期 3,817百万円

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

29年8月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00

30年8月期 ― 25.00 ―

30年8月期（予想） 12.50 ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成30年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成29年８月期及び平成30年８月期第２四半期末については、当
該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。平成30年８月期の期末配当につきましては、株式分割後の金額を記載し、年間配当金合計額は、単純
に合算できないため、「－」と記載しております。

3. 平成30年 8月期の連結業績予想（平成29年 9月 1日～平成30年 8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 2,187 10.5 215 10.5 215 △12.5 128 △17.5 59.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成30年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成30年８月期の業績予想における１株当たり当期純利益につい
ては、当該株式分割の影響を考慮しております。



※ 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（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(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） 30年8月期3Q 2,901,000 株 29年8月期 2,901,000 株

② 期末自己株式数 30年8月期3Q 752,192 株 29年8月期 752,192 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年8月期3Q 2,148,808 株 29年8月期3Q 2,148,808 株

（注）当社は、平成30年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと
仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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

本資料の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。
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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、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響などに不

安定要素があるものの、政府の各種政策の効果による企業収益や雇用環境の改善が続き、緩やかな回復基調とな

りました。

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、利益体質の強化を図るため、不採算店舗からの

撤退や一層のコストダウンの推進、更には販売在庫品目の整理等に取り組みました。賃貸・倉庫事業におきまし

ては、平成29年10月及び平成30年５月にそれぞれ新倉庫の取得を行いました。また、平成30年２月には所有する

倉庫の建屋の屋根を活用した太陽光発電事業を開始、平成30年５月31日現在で３つの発電所を稼動させ、発電し

た電力の全量を売電するなど、更なる事業拡大に取り組みました。しかしながら、当第３四半期連結累計期間の

連結業績は売上高1,499,047千円(前年同四半期連結累計期間比1.4％の減少)、営業利益179,375千円（前年同四半

期連結累計期間比15.2％の減少）、経常利益189,259千円（前年同四半期連結累計期間比24.9％の減少）、親会社

株主に帰属する四半期純利益120,360千円（前年同四半期連結累計期間比23.7％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、不採算店舗からの撤退や一層のコストダウンの推進、販売在庫品目の整理によ

る利益体質の強化を図りました。その結果、売上高は894,334千円（前年同四半期連結累計期間比7.3％の減

少）となったものの、営業損失が28,399千円（前年同四半期連結累計期間は営業損失55,249千円）と改善いた

しました。

②賃貸・倉庫事業

　 当事業部門におきましては、平成29年10月及び平成30年５月にそれぞれ新倉庫の取得を行いました。平成30

年２月には所有する倉庫の建屋の屋根を活用した太陽光発電事業を開始、平成30年５月31日現在で３つの発電

所を稼動させ、発電した電力の全量を売電するなど、更なる事業拡大に取り組みました。その結果、売上高は

604,713千円(前年同四半期連結累計期間比9.0％の増加）となったものの、新倉庫の取得に関連する費用が増加

し、営業利益は206,932千円（前年同四半期連結累計期間比22.2％の減少）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　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94,028千円(9.2％)減少

し、925,077千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が88,770千円、商品及び製品が53,536千円それ

ぞれ減少し、受取手形及び売掛金が26,920千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1,139,641千円(22.8％)

増加し、6,135,176千円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が881,912千円、太陽光発電設備の取

得等により機械装置及び運搬具（その他）が203,397千円それぞれ増加したことによるものであります。

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650,524千円(50.2％)増

加し、1,947,449千円となりました。この主な要因は、短期借入金が400,000千円、１年以内返済予定の長期借

入金が62,900千円、未払金（その他）が291,749千円それぞれ増加し、未払法人税等が47,174千円減少したこと

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320,327千円(35.6％)増

加し、1,220,100千円となりました。この主な要因は、長期借入金が213,240千円、資産除去債務が91,037千円

それぞれ増加したこと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74,760千円(2.0％)増加

し、3,892,704千円となりました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を120,360千円計上し

たものの、配当による減少45,662千円があったこと等によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年８月期決算発表時（平成29年10月12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。
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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

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2018年06月28日 15時04分 4ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社カワサキ(3045) 平成30年８月期 第３四半期決算短信

5

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
(平成29年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 199,455 110,684

受取手形及び売掛金 107,727 134,647

商品及び製品 551,689 498,152

原材料及び貯蔵品 66,769 56,869

その他 94,153 125,148

貸倒引当金 △689 △424

流動資産合計 1,019,106 925,077

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,743,950 2,625,862

土地 3,022,595 3,019,095

その他（純額） 25,410 223,153

有形固定資産合計 4,791,955 5,868,111

無形固定資産 18,857 49,755

投資その他の資産

その他 185,872 218,461

貸倒引当金 △1,151 △1,151

投資その他の資産合計 184,721 217,309

固定資産合計 4,995,535 6,135,176

資産合計 6,014,641 7,060,254
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 10,867 11,238

短期借入金 800,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 147,340 210,240

未払費用 34,252 34,934

未払法人税等 78,623 31,448

賞与引当金 3,435 6,576

通貨スワップ契約等 86 1,388

その他 222,320 451,623

流動負債合計 1,296,925 1,947,449

固定負債

長期借入金 379,250 592,490

役員退職慰労引当金 193,583 196,033

資産除去債務 127,584 218,622

その他 199,354 212,954

固定負債合計 899,772 1,220,100

負債合計 2,196,697 3,167,549

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 3,261,203 3,335,902

自己株式 △476,131 △476,131

株主資本合計 3,817,710 3,892,409

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 233 295

その他の包括利益累計額合計 233 295

純資産合計 3,817,944 3,892,704

負債純資産合計 6,014,641 7,060,254
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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 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成30年５月31日)

売上高 1,519,904 1,499,047

売上原価 701,281 754,212

売上総利益 818,622 744,835

販売費及び一般管理費 606,999 565,459

営業利益 211,623 179,375

営業外収益

受取利息 137 0

補助金収入 11,294 10,701

為替差益 22,720 -

その他 9,594 2,182

営業外収益合計 43,747 12,883

営業外費用

支払利息 2,202 2,077

為替差損 - 888

支払手数料 600 -

その他 676 34

営業外費用合計 3,478 3,000

経常利益 251,892 189,259

特別利益

固定資産売却益 - 56

補助金収入 - 5,458

特別利益合計 - 5,515

特別損失

固定資産除却損 0 -

固定資産売却損 - 1,740

固定資産圧縮損 - 5,458

店舗閉鎖損失 7,471 894

特別損失合計 7,471 8,093

税金等調整前四半期純利益 244,420 186,680

法人税、住民税及び事業税 89,950 63,446

法人税等調整額 △3,255 2,873

法人税等合計 86,695 66,319

四半期純利益 157,725 120,360

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 157,725 120,360
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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 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成30年５月31日)

四半期純利益 157,725 120,360

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 31 61

その他の包括利益合計 31 61

四半期包括利益 157,756 120,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 157,756 120,422

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。
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