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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第41期
第３四半期
連結累計期間

第42期
第３四半期
連結累計期間

第41期

会計期間
自  平成23年９月１日
至  平成24年５月31日

自  平成24年９月１日
至  平成25年５月31日

自  平成23年９月１日
至  平成24年８月31日

売上高 (千円) 1,877,749 1,871,975 2,430,904

経常利益 (千円) 258,920 858,557 294,017

四半期(当期)純利益 (千円) 145,000 453,672 167,279

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 144,002 455,021 165,019

純資産額 (千円) 3,537,477 3,963,286 3,558,495

総資産額 (千円) 7,246,219 7,288,110 7,327,575

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 116.99 372.72 134.97

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.8 54.4 48.6

　

回次
第41期
第３四半期
連結会計期間

第42期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年３月１日
至  平成24年５月31日

自  平成25年３月１日
至  平成25年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 16.06 117.50

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、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。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
（1）経営成績の分析

当第３四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や、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る一方で、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、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３四半期連結累計期間の連結業績は売上高1,871,975

千円(前年同四半期連結累計期間比0.3％の減少)、営業利益248,967千円（前年同四半期連結累計期間比

23.1％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

608,331千円計上したことにより経常利益858,557千円（前年同四半期連結累計期間比231.6％の増加）、

四半期純利益は453,672千円（前年同四半期連結累計期間比212.9％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

1,384,351千円（前年同四半期連結累計期間比2.8％の減少）、営業利益は41,471千円（前年同四半期

連結累計期間比60.6％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487,623千円(前

年同四半期連結累計期間比7.6％の増加）、営業利益は205,801千円（前年同四半期連結累計期間比

5.2％の減少）となりました。

　

（2）財政状態の分析

　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35,661千円

(2.5％)増加し、1,436,883千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が105,284千円減少したも

のの、受取手形及び売掛金が56,100千円、商品及び製品が70,747千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75,126千円
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(1.3％)減少し、5,851,226千円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が111,080千円減少した

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291,342千円

(10.9％)減少し、2,371,218千円となりました。この主な要因は、未払法人税等が376,486千円増加した

ものの、通貨スワップ契約等が655,802千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152,913千円

(13.8％)減少し、953,606千円となりました。この主な要因は、長期借入金の減少148,140千円等による

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404,790千円

(11.4％)増加し、3,963,286千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上453,672千円等に

よるものであります。

　
 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更はありません。

　

 (4) 研究開発活動

　　 　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,700,000

計 5,700,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年５月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年７月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,450,500 1,450,500
大阪証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は、
100株であります。

計 1,450,500 1,450,500― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
（千円)

平成25年３月１日
～平成25年５月31日

─ 1,450,500 ─ 564,300 ─ 465,937

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年２月28日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成25年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式　　　236,000 ─ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式　　1,214,200 12,142 ─

単元未満株式 普通株式　　　　　300 ─ ─

発行済株式総数 1,450,500 ─ ─

総株主の議決権 ─ 12,142 ─

(注)　「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。

　

② 【自己株式等】

平成25年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社カワサキ
大阪府泉北郡忠岡町新浜
２丁目９番10号

236,000 ─ 236,000 16.27

計 ― 236,000 ─ 236,000 16.27

　

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年３月　１

日から平成25年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年９月１日から平成25年５月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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３四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 418,676 313,391

受取手形及び売掛金 174,801 230,902

商品及び製品 626,151 696,899

原材料及び貯蔵品 73,308 78,448

その他 108,415 117,583

貸倒引当金 △132 △342

流動資産合計 1,401,221 1,436,883

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,997,017 1,885,937

土地 3,639,477 3,674,609

建設仮勘定 － 2,683

その他（純額） 15,177 17,653

有形固定資産合計 5,651,672 5,580,883

無形固定資産 13,530 10,393

投資その他の資産

その他 270,738 271,128

貸倒引当金 △9,587 △11,178

投資その他の資産合計 261,151 259,949

固定資産合計 5,926,353 5,851,226

資産合計 7,327,575 7,288,110

負債の部

流動負債

買掛金 35,590 57,752

短期借入金 1,450,000 1,450,000

未払法人税等 18,967 395,454

賞与引当金 5,867 11,121

通貨スワップ契約等 729,651 73,849

その他 422,483 383,040

流動負債合計 2,662,560 2,371,218

固定負債

長期借入金 746,560 598,420

役員退職慰労引当金 177,849 179,349

資産除去債務 28,744 29,146

負ののれん 7,905 －

その他 145,459 146,689

固定負債合計 1,106,519 953,606

負債合計 3,769,080 3,324,824
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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３四半期連結会計期間
(平成25年５月31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 3,235,995

自己株式 △280,676 △303,301

株主資本合計 3,561,890 3,965,332

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 △2,046

その他の包括利益累計額合計 △3,394 △2,046

純資産合計 3,558,495 3,963,286

負債純資産合計 7,327,575 7,288,110
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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23年９月１日
　至 平成24年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
　至 平成25年５月31日)

売上高 1,877,749 1,871,975

売上原価 861,973 917,839

売上総利益 1,015,775 954,135

販売費及び一般管理費 692,217 705,168

営業利益 323,558 248,967

営業外収益

受取利息 45 66

為替差益 － 608,331

負ののれん償却額 11,858 7,905

その他 3,078 2,211

営業外収益合計 14,982 618,515

営業外費用

支払利息 10,288 8,336

為替差損 66,833 －

その他 2,498 589

営業外費用合計 79,620 8,925

経常利益 258,920 858,557

特別利益

固定資産売却益 38 697

特別利益合計 38 697

特別損失

店舗閉鎖損失 － 2,985

特別損失合計 － 2,985

税金等調整前四半期純利益 258,959 856,268

法人税、住民税及び事業税 19,632 402,668

法人税等調整額 94,326 △71

法人税等合計 113,958 402,596

少数株主損益調整前四半期純利益 145,000 453,672

四半期純利益 145,000 453,672
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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23年９月１日
　至 平成24年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
　至 平成25年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 145,000 453,672

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △997 1,348

その他の包括利益合計 △997 1,348

四半期包括利益 144,002 455,021

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 144,002 455,021

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更等】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年９月１日  至  平成25年５月31日)

（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、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３四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。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　
(四半期連結損益計算書関係)

　該当事項はありません。

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負の

のれんの償却額は、次のとおりであります。
　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年９月１日
至  平成24年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年９月１日
至  平成25年５月31日)

減価償却費 124,461千円 121,202千円

負ののれんの償却額 △11,858千円 △7,905千円

　
(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年９月１日  至  平成24年５月31日)
　

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月29日
定時株主総会

普通株式 13,943 11.25平成23年８月31日 平成23年11月30日 利益剰余金

平成24年４月13日
取締役会

普通株式 13,943 11.25平成24年２月29日 平成24年５月14日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　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24年９月１日  至  平成25年５月31日)

　

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月29日
定時株主総会

普通株式 13,943 11.25平成24年８月31日 平成24年11月30日 利益剰余金

平成25年４月12日
取締役会

普通株式 13,662 11.25平成25年２月28日 平成25年５月13日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年９月１日  至  平成24年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 （単位：千円）

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
(注)２服飾事業

賃貸・倉庫
事業

不動産
仲介業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,424,530453,029 1881,877,749 ─ 1,877,749

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

3 8,493 865 9,362△9,362 ─

計 1,424,534461,5231,0531,887,111△9,362 1,877,749

セグメント利益 105,221217,181 531 322,934 623 323,558

　　(注）１　セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去623千円が含まれております。

         ２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成25年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 （単位：千円）

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
(注)２服飾事業

賃貸・倉庫
事業

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,384,351487,6231,871,975 ─ 1,871,975

  セグメント間の内部売上高
　
　又は振替高

─ 7,713 7,713 △7,713 ─

計 1,384,351495,3361,879,688△7,713 1,871,975

セグメント利益 41,471 205,801 247,272 1,695 248,967

(注）１　セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去1,391千円及び貸倒引当金の調整303千円が含まれて

おります。

         ２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
　２．報告セグメントの変更等に関する事項　

　　（有形固定資産の減価償却方法の変更）

「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」に記載のとおり、法人税法の改正

に伴い、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。

　この変更による当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。

　
　  （報告セグメントの変更等）

不動産仲介業からの撤退により、第１四半期累計期間より、「服飾事業」、「賃貸・倉庫事業」の２つ

を報告セグメントとしております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年９月１日
至  平成24年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年９月１日
至  平成25年５月31日)

　  １株当たり四半期純利益金額 116円99銭 372円72銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 145,000 453,672

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 145,000 453,672

    普通株式の期中平均株式数(株) 1,239,404 1,217,182

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。　

　

２ 【その他】

第42期（平成24年９月１日から平成25年８月31日まで）中間配当については、平成25年４月12日開催の

取締役会において、平成25年２月28日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

　　　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　        13,662千円

　　　②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　   11円25銭

　　　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成25年５月13日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年７月12日

株式会社カワサキ

取締役会  御中

　

仰 星 監 査 法 人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    岩    井    伸 太 郎    印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    新　　田　　泰　　生    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社カワサキの平成24年９月１日から平成25年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平
成25年３月１日から平成25年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年９月１日から平成25年５
月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カワサキ及び連結子会社の平成25年
５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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