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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43期

第１四半期
連結累計期間

第44期
第１四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日

自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日

自 平成25年９月１日
至 平成26年８月31日

売上高 (千円) 581,958 558,957 2,240,578

経常利益 (千円) 170,875 152,867 291,425

四半期(当期)純利益 (千円) 95,323 87,045 96,927

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 95,415 86,972 97,032

純資産額 (千円) 3,800,424 3,763,279 3,788,379

総資産額 (千円) 6,553,948 6,194,853 6,436,234

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 78.49 74.54 79.81

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 (％) 58.0 60.7 58.9
 

(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

558,957千円(前年同四半期連結累計期間比4.0％の減少)、営業利益76,925千円（前年同四半期連結累計期間比

22.7％の増加）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76,679千円計

上したことにより経常利益152,867千円（前年同四半期連結累計期間比10.5％の減少）、四半期純利益は87,045千円

（前年同四半期連結累計期間比8.7％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、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394,093千円（前年同四半期連結累計期間比8.1％の減少）、営業損失は228千円（前

年同四半期連結累計期間は営業利益10,481千円）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。売上高は164,863千円(前年同四半

期連結累計期間比7.7％の増加）、営業利益は78,591千円（前年同四半期連結累計期間比50.9％の増加）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73,768千円(5.1％)増加

し、1,511,586千円となりました。この主な要因は、商品及び製品が96,344千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315,149千円(6.3％)減少

し、4,683,267千円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が70,242千円、土地が246,500千円減少した

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151,520千円(7.9％)減少

し、1,758,414千円となりました。この主な要因は、未払法人税等が59,244千円増加したものの、短期借入金が

200,000千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64,760千円(8.8％)減少

し、673,159千円となりました。この主な要因は、長期借入金が70,890千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25,099千円(0.7％)減少し、

3,763,279千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上87,045千円及び自己株式の取得による増加

83,230千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26年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年１月13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９月１日
～平成26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26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26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26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
 

（注）当社は、平成26年10月16日開催の取締役会決議に基づき、当第１四半期会計期間において、自己株式70,000株を

取得しております。この結果、当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は306,000株となっております。　

 

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26年９月１日から平成

26年11月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年９月１日から平成26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26年８月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 322,607 323,177

  受取手形及び売掛金 169,383 193,334

  商品及び製品 649,527 745,872

  原材料及び貯蔵品 81,705 82,652

  通貨スワップ契約等 - 64,876

  その他 215,981 103,318

  貸倒引当金 △1,388 △1,645

  流動資産合計 1,437,817 1,511,586

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,540,247 1,470,005

   土地 3,266,162 3,019,662

   その他（純額） 19,190 18,057

   有形固定資産合計 4,825,599 4,507,724

  無形固定資産 6,238 5,981

  投資その他の資産   

   その他 177,115 180,098

   貸倒引当金 △10,537 △10,537

   投資その他の資産合計 166,577 169,561

  固定資産合計 4,998,416 4,683,267

 資産合計 6,436,234 6,194,853
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年８月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 51,381 49,337

  短期借入金 1,450,000 1,250,000

  未払費用 115,122 118,511

  未払法人税等 1,900 61,145

  賞与引当金 4,581 9,409

  通貨スワップ契約等 1,244 -

  その他 285,703 270,010

  流動負債合計 1,909,934 1,758,414

 固定負債   

  長期借入金 348,020 277,130

  役員退職慰労引当金 186,849 188,349

  資産除去債務 29,829 29,967

  その他 173,220 177,711

  固定負債合計 737,919 673,159

 負債合計 2,647,854 2,431,573

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 3,058,867 3,117,070

  自己株式 △303,301 △386,531

  株主資本合計 3,788,204 3,763,177

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 175 102

  その他の包括利益累計額合計 175 102

 純資産合計 3,788,379 3,763,279

負債純資産合計 6,436,234 6,194,853
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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25年９月１日
　至 平成25年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成26年11月30日)

売上高 581,958 558,957

売上原価 294,367 265,126

売上総利益 287,590 293,831

販売費及び一般管理費 224,902 216,905

営業利益 62,688 76,925

営業外収益   

 受取利息 0 0

 為替差益 109,218 76,679

 その他 1,387 1,232

 営業外収益合計 110,606 77,912

営業外費用   

 支払利息 2,305 1,937

 その他 114 33

 営業外費用合計 2,419 1,970

経常利益 170,875 152,867

特別損失   

 固定資産売却損 - 9,765

 特別損失合計 - 9,765

税金等調整前四半期純利益 170,875 143,102

法人税、住民税及び事業税 60,774 59,711

法人税等調整額 14,777 △3,655

法人税等合計 75,552 56,056

少数株主損益調整前四半期純利益 95,323 87,045

四半期純利益 95,323 87,045
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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25年９月１日
　至 平成25年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 95,323 87,045

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 92 △73

 その他の包括利益合計 92 △73

四半期包括利益 95,415 86,972

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 95,415 86,972

 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（無形固定資産に係る償却費を含む。)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25年９月１日
至 平成25年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日)

減価償却費 33,010千円 31,711千円
 

 

(株主資本等関係)

前第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。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年９月１日 至 平成26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26年11月27日
定時株主総会

普通株式 28,842 23.75 平成26年８月31日 平成26年11月28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。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年９月１日 至 平成26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 394,093 164,863 558,957 ─ 558,957

 セグメント間の内部売上
高　
　又は振替高

─ 2,438 2,438 △2,438 ─

計 394,093 167,301 561,395 △2,438 558,957

セグメント利益又は損失(△) △228 78,591 78,362 △1,437 76,925
 

(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280千円及び貸倒引当金の調整△1,717千

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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日)

　 １株当たり四半期純利益金額 78円49銭 74円54銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 95,323 87,045

   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) 95,323 87,045

    普通株式の期中平均株式数(株) 1,214,404 1,167,737
 

（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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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年１月13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   新　 田   泰　 生    印

 

 

業務執行社員  公認会計士   池　 上　 由　 香    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26年９月１日から平成27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26年９月１日から平成

26年11月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年９月１日から平成26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26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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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