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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３四半期
連結累計期間

第43期
第３四半期
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25年５月31日

自 平成25年９月１日
至 平成26年５月31日

自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日

売上高 (千円) 1,871,975 1,731,624 2,378,153

経常利益 (千円) 858,557 293,769 751,867

四半期(当期)純利益 (千円) 453,672 168,918 220,602

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 455,021 169,058 224,068

純資産額 (千円) 3,963,286 3,860,405 3,732,333

総資産額 (千円) 7,288,110 6,548,250 6,483,744

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 372.72 139.10 181.34

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 (％) 54.4 59.0 57.6
 

　

回次
第42期

第３四半期
連結会計期間

第43期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年３月１日
至 平成25年５月31日

自 平成26年３月１日
至 平成26年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 117.50 34.20
 

(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３四半期連結累計期間の連結業績は売上高1,731,624千円(前年同四半期連結累計期間比

7.5％の減少)、営業利益165,847千円（前年同四半期連結累計期間比33.4％の減少）となり、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131,562千円計上したことにより経常利益

293,769千円（前年同四半期連結累計期間比65.7％の減少）、四半期純利益は168,918千円（前年同四半

期連結累計期間比62.8％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、売上高は1,280,967千円（前年同四半期連結累計期間比7.5％の減少）、営業損失は9,404千円

（前年同四半期連結累計期間は営業利益41,471千円）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が、売上高は450,656千

円(前年同四半期連結累計期間比7.6％の減少）、営業利益は173,911千円（前年同四半期連結累計期

間比15.5％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196千円

(0.0％)増加し、1,286,741千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が23,789千円、商品及

び製品が5,891千円減少したものの、受取手形及び売掛金が37,766千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64,310千円

(1.2％)増加し、5,261,509千円となりました。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119,293千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72,390千円

(3.9％)増加し、1,915,825千円となりました。この主な要因は、未払法人税等が137,325千円、通貨

スワップ契約等が109,404千円減少したものの、短期借入金が350,000千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135,956千円

(15.0％)減少し、772,020千円となりました。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128,072千円

(3.4％)増加し、3,860,405千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上168,918千円等

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26年５月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年７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26年３月１日
～平成26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26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26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26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26年３月１

日から平成26年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年９月１日から平成26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25年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 245,034 221,244

受取手形及び売掛金 163,405 201,171

商品及び製品 692,122 686,230

原材料及び貯蔵品 72,952 81,790

その他 113,818 97,959

貸倒引当金 △786 △1,656

流動資産合計 1,286,545 1,286,741

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,643,681 1,762,975

土地 3,301,162 3,301,162

建設仮勘定 50,778 －

その他（純額） 16,947 16,140

有形固定資産合計 5,012,569 5,080,278

無形固定資産 9,347 7,016

投資その他の資産

その他 185,818 184,752

貸倒引当金 △10,537 △10,537

投資その他の資産合計 175,281 174,215

固定資産合計 5,197,198 5,261,509

資産合計 6,483,744 6,548,250
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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３四半期連結会計期間
(平成26年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 51,770 47,239

短期借入金 1,100,000 1,450,000

未払費用 134,807 106,713

未払法人税等 173,184 35,858

賞与引当金 6,185 10,270

通貨スワップ契約等 110,065 660

その他 267,421 265,082

流動負債合計 1,843,434 1,915,825

固定負債

長期借入金 549,040 400,900

役員退職慰労引当金 180,849 185,349

資産除去債務 29,281 29,691

その他 148,804 156,078

固定負債合計 907,976 772,020

負債合計 2,751,410 2,687,845

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 3,130,858

自己株式 △303,301 △303,301

株主資本合計 3,732,262 3,860,195

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70 210

その他の包括利益累計額合計 70 210

純資産合計 3,732,333 3,860,405

負債純資産合計 6,483,744 6,548,250
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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24年９月１日
　至 平成25年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
　至 平成26年５月31日)

売上高 1,871,975 1,731,624

売上原価 917,839 885,008

売上総利益 954,135 846,616

販売費及び一般管理費 705,168 680,768

営業利益 248,967 165,847

営業外収益

受取利息 66 8

為替差益 608,331 131,562

負ののれん償却額 7,905 －

その他 2,211 3,289

営業外収益合計 618,515 134,860

営業外費用

支払利息 8,336 5,940

その他 589 997

営業外費用合計 8,925 6,938

経常利益 858,557 293,769

特別利益

固定資産売却益 697 －

特別利益合計 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 856,268 293,769

法人税、住民税及び事業税 402,668 119,067

法人税等調整額 △71 5,783

法人税等合計 402,596 124,850

少数株主損益調整前四半期純利益 453,672 168,918

四半期純利益 453,672 168,918
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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24年９月１日
　至 平成25年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
　至 平成26年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 453,672 168,918

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,348 139

その他の包括利益合計 1,348 139

四半期包括利益 455,021 169,058

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 455,021 169,058

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(追加情報)

法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成

26年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに

伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年９月１日に開始する

連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0％から35.6％となりました。

　この税率変更による影響額は軽微であります。

　

(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24年９月１日
至 平成25年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年５月31日)

減価償却費 121,202千円 103,071千円

負ののれんの償却額 △7,905千円 ― 千円
 

　

(株主資本等関係)

前第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３四半期連結会計

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25年９月１日 至 平成26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

平成26年４月14日
取締役会

普通株式 13,662 11.25 平成26年２月28日 平成26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３四半期連結会計

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 1,384,351 487,623 1,871,975 ─ 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 1,384,351 495,336 1,879,688 △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。

　

 
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年９月１日 至 平成26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 1,280,967 450,656 1,731,624 ― 1,731,624

 セグメント間の内部売上高
　又は振替高

2 7,653 7,656 △7,656 ―

計 1,280,970 458,310 1,739,280 △7,656 1,731,624

セグメント利益又は損失(△) △9,404 173,911 164,507 1,339 165,847
 

(注）１　セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去904千円及び貸倒引当金の調整435千

円が含まれております。

        ２　セグメント利益又は損失(△)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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年５月31日)

　 １株当たり四半期純利益金額 372円72銭 139円10銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 453,672 168,918

   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) 453,672 168,918

    普通株式の期中平均株式数(株) 1,217,182 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】

第43期（平成25年９月１日から平成26年８月31日まで）中間配当については、平成26年４月14日開催の

取締役会において、平成26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26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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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７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３四半期連結会計期間
(平成26年３月１日から平成26年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年９月１日から平成26
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26
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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