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1.  平成25年8月期第1四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成24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 ％

25年8月期第1四半期 613 △3.1 113 △9.7 255 260.2 133 225.5
24年8月期第1四半期 633 △5.3 125 18.7 71 △45.6 40 △32.3

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 134百万円 （226.0％） 24年8月期第1四半期 41百万円 （△31.3％）

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

25年8月期第1四半期 108.96 ―
24年8月期第1四半期 33.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第1四半期 7,296 3,656 50.1
24年8月期 7,327 3,558 48.6
（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  3,656百万円 24年8月期  3,558百万円

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  
 

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

24年8月期 ― 11.25 ― 11.25 22.50
25年8月期 ―
25年8月期（予想） 11.25 ― 11.25 22.50

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25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) 1,198 △0.8 176 5.9 315 25.6 161 29.2 132.13
通期 2,459 1.2 385 15.6 490 66.7 246 47.1 201.23



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ４「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期1Q 1,450,500 株 24年8月期 1,450,500 株
② 期末自己株式数 25年8月期1Q 236,096 株 24年8月期 211,096 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 1,222,737 株 24年8月期1Q 1,239,404 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、東日本大震災の復興関連需要を背景に景気は緩や

かな回復基調との見方があったもの、欧州の債務問題、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・韓国との外交問題による経済への悪影響等もあり、依然として景気の先行きに対する不

透明な状況となっております。また、消費者の節約志向や低価格化など個人消費が長期にわたり低迷

し、回復感に乏しい状況が続いております。 

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、収益体質の強化を図り、一層のコスト

ダウンの促進、販売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

613,529千円(前年同四半期連結累計期間比3.1％の減少)、営業利益113,043千円（前年同四半期連結累

計期間比9.7％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141,617千円計上したことにより経常利益255,937千円（前年同四半期連結累計期間比260.2％の

増加）、四半期純利益は133,232千円（前年同四半期連結累計期間比225.5％の増加）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、販売管理費等の改善により利益体質の強化を図りました。売上高は

457,174千円（前年同四半期連結累計期間比6.4％の減少）、営業利益は35,902千円（前年同四半期連

結累計期間比38.0％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156,355千円

(前年同四半期連結累計期間比7.7％の増加）、営業利益は76,539千円（前年同四半期連結累計期間比

13.0％の増加）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5,941千円

(0.4％)増加し、1,407,163千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が51,221千円減少した

ものの、受取手形及び売掛金が47,672千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36,791千円

(0.6％)減少し、5,889,562千円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が37,415千円減少し

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79,738千円

(3.0％)減少し、2,582,822千円となりました。この主な要因は、未払法人税等が84,390千円増加した

ものの、通貨スワップ契約等が183,190千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49,349千円

(4.5％)減少し、1,057,170千円となりました。この主な要因は、長期借入金の減少49,380千円等によ

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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  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98,237千円

(2.8％)増加し、3,656,732千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上133,232千円等

によるものであります。 

  

平成24年10月12日に公表した業績予想を平成25年１月７日付「デリバティブ評価益計上及び業績予想

の修正に関するお知らせ」にて予想を変更しております。 

 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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年９

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

これによる、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

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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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)

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 418,676 367,455

受取手形及び売掛金 174,801 222,474

商品及び製品 626,151 642,547

原材料及び貯蔵品 73,308 85,373

その他 108,415 89,593

貸倒引当金 △132 △281

流動資産合計 1,401,221 1,407,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,997,017 1,959,602

土地 3,639,477 3,639,477

その他（純額） 15,177 16,417

有形固定資産合計 5,651,672 5,615,496

無形固定資産 13,530 12,484

投資その他の資産   

その他 270,738 272,759

貸倒引当金 △9,587 △11,178

投資その他の資産合計 261,151 261,580

固定資産合計 5,926,353 5,889,562

資産合計 7,327,575 7,296,725

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,590 55,670

短期借入金 1,450,000 1,450,000

未払法人税等 18,967 103,357

賞与引当金 5,867 11,534

通貨スワップ契約等 729,651 546,461

その他 422,483 415,798

流動負債合計 2,662,560 2,582,822

固定負債   

長期借入金 746,560 697,180

役員退職慰労引当金 177,849 179,349

資産除去債務 28,744 28,877

負ののれん 7,905 3,952

その他 145,459 147,809

固定負債合計 1,106,519 1,057,170

負債合計 3,769,080 3,639,992
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 2,809,928 2,929,217

自己株式 △280,676 △303,301

株主資本合計 3,561,890 3,658,554

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,394 △1,821

その他の包括利益累計額合計 △3,394 △1,821

純資産合計 3,558,495 3,656,732

負債純資産合計 7,327,575 7,296,725

株式会社カワサキ（3045）平成25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23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

売上高 633,380 613,529

売上原価 276,549 274,350

売上総利益 356,830 339,178

販売費及び一般管理費 231,648 226,135

営業利益 125,182 113,043

営業外収益   

受取利息 8 0

為替差益 － 141,617

負ののれん償却額 3,952 3,952

貸倒引当金戻入額 1,518 －

その他 319 846

営業外収益合計 5,798 146,417

営業外費用   

支払利息 3,734 3,082

為替差損 56,151 －

その他 45 440

営業外費用合計 59,931 3,522

経常利益 71,049 255,937

特別利益   

固定資産売却益 38 －

特別利益合計 38 －

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 71,088 252,824

法人税、住民税及び事業税 5,650 101,440

法人税等調整額 24,510 18,151

法人税等合計 30,161 119,591

少数株主損益調整前四半期純利益 40,926 133,232

四半期純利益 40,926 133,232
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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23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 40,926 133,232

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 422 1,573

その他の包括利益合計 422 1,573

四半期包括利益 41,348 134,805

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 41,348 134,805

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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