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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42期

第１四半期
連結累計期間

第43期
第１四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日

自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日

自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日

売上高 (千円) 613,529 581,958 2,378,153

経常利益 (千円) 255,937 170,875 751,867

四半期(当期)純利益 (千円) 133,232 95,323 220,602

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 134,805 95,415 224,068

純資産額 (千円) 3,656,732 3,800,424 3,732,333

総資産額 (千円) 7,296,725 6,553,948 6,483,744

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 108.96 78.49 181.34

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 (％) 50.1 58.0 57.6
 

(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１四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１四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１四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。
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（2）財政状態の分析

　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。

 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。

　
 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年１月14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
東京証券取引所
（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９月１日
～平成25年11月30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１四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１四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８月31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８月31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８月31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１四半期連結会計期間(平成25年９月１

日から平成25年11月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年９月１日から平成25年11月30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
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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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【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１四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１四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)

減価償却費 40,211千円 33,010千円

負ののれんの償却額 △3,952 〃 ―
 

　
(株主資本等関係)

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)

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
 

　
２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

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)

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25年11月28日
定時株主総会

普通株式 27,324 22.50 平成25年８月31日 平成25年11月29日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

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)

　　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 457,174 156,355 613,529 ─ 613,529

 セグメント間の内部売上
高　
　又は振替高

─ 2,186 2,186 △2,186 ─

計 457,174 158,541 615,716 △2,186 613,529

セグメント利益 35,902 76,539 112,442 600 113,043
 

(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462千円及び貸倒引当金の調整138千円が含まれて

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)

   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 428,894 153,064 581,958 ─ 581,958

 セグメント間の内部売上
高　
　又は振替高

─ 2,199 2,199 △2,199 ─

計 428,894 155,263 584,158 △2,199 581,958

セグメント利益 10,481 52,082 62,563 124 62,688
 

(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301千円及び貸倒引当金の調整△176千円が含まれ

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。
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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)

　 １株当たり四半期純利益金額 108円96銭 78円49銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(千円) 133,232 95,323

   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) 133,232 95,323

    普通株式の期中平均株式数(株) 1,222,737 1,214,404
 

（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】

該当事項はありません。
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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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仰星監査法人

代表社員
業務執行社員

　公認会計士   新　 田   泰　 生    印

業務執行社員 　公認会計士   許　　　　 仁  九    印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年１月14日

株式会社カワサキ

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
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25年９月１日から平成26年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成25年９月１日から平成25年11月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年９月１日から平成25
年11月30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11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四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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