
平成30年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年1月11日

上場会社名 株式会社 カワサキ 上場取引所 東

コード番号 3045 URL http://www.kawasaki-corp.co.jp/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川崎　治

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部部長 （氏名） 堀田　義行 TEL 072-439-8011

四半期報告書提出予定日 平成30年1月11日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 平成30年8月期第1四半期の連結業績（平成29年9月1日～平成29年11月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年8月期第1四半期 516 3.6 71 △6.3 72 △20.6 47 △17.7

29年8月期第1四半期 498 △6.6 75 △27.3 91 12.8 58 10.2

（注）包括利益 30年8月期第1四半期　　47百万円 （△17.7％） 29年8月期第1四半期　　58百万円 （10.2％）

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

30年8月期第1四半期 44.43 ―

29年8月期第1四半期 53.99 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年8月期第1四半期 6,544 3,846 58.8

29年8月期 6,014 3,817 63.5

（参考）自己資本 30年8月期第1四半期 3,846百万円 29年8月期 3,817百万円

2. 配当の状況

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

29年8月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00

30年8月期 ―

30年8月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 8月期の連結業績予想（平成29年 9月 1日～平成30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）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 1,095 7.2 110 △8.0 111 △22.5 66 △26.2 61.89

通期 2,187 10.5 215 10.5 215 △12.5 128 △17.5 119.78

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年8月期1Q 1,450,500 株 29年8月期 1,450,500 株

② 期末自己株式数 30年8月期1Q 376,096 株 29年8月期 376,096 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年8月期1Q 1,074,404 株 29年8月期1Q 1,074,404 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や所得環境に一定の改善が見られるなど、緩やかな

回復基調となりましたが、米国新政権による政策動向、北朝鮮問題などによる世界経済への影響懸念もあり、依然

として先行き不透明な状況で推移いたしました。

　このような経営環境下、当社グループの服飾事業におきましては、引続き利益体質の強化を図るため、取引先の

開拓に加え、不採算店舗からの撤退や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、平成29年10月に新倉庫の取得を行い、更なる事業拡大に取り組みました。その結果、当第１四半

期連結累計期間の連結業績は売上高516,674千円(前年同四半期連結累計期間比3.6％の増加)、営業利益71,011千円

（前年同四半期連結累計期間比6.3％の減少）、経常利益は72,722千円（前年同四半期連結累計期間比20.6％の減

少）、親会社株主に帰属する四半期純利益47,738千円（前年同四半期連結累計期間比17.7％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、引続き収益体制の強化を図るため、取引先の開拓に加え、不採算店舗からの撤退や

コストダウンの促進、販売品目の整理等に取組みました。しかしながら、売上高は323,395千円（前年同四半期連結

累計期間比2.4％の減少）、営業利益が8,368千円（前年同四半期連結累計期間比17.3％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、平成29年10月に新倉庫の取得を行い、更なる事業拡大に取り組みました。しかしな

がら、売上高は193,279千円(前年同四半期連結累計期間比15.5％の増加）となったものの、新倉庫の取得に関連す

る費用が増加し、営業利益は62,362千円（前年同四半期連結累計期間比4.6％の減少）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　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64,146千円(6.3％)増加

し、1,083,252千円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が48,184千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465,968千円(9.3％)増加

し、5,461,504千円となりました。この主な要因は、新倉庫の取得等により建物及び構築物が438,587千円増加し

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487,341千円(37.6％)増加

し、1,784,266千円となりました。この主な要因は、短期借入金が550,000千円増加し、未払法人税等が47,716千

円減少したこと等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13,833千円(1.5％)増加

し、913,605千円となりました。この主な要因は、長期借入金が30,750千円減少したものの、新倉庫の取得に伴い

資産除去債務が44,833千円増加したこと等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28,940千円(0.8％)増加し、

3,846,885千円となりました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上47,738千円、配当によ

る減少18,802千円等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年８月期決算発表時（平成29年10月12日）の予想を変更しておりません。

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。
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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

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 199,455 214,304

受取手形及び売掛金 107,727 155,912

商品及び製品 551,689 568,510

原材料及び貯蔵品 66,769 57,395

その他 94,153 87,617

貸倒引当金 △689 △487

流動資産合計 1,019,106 1,083,252

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,743,950 2,182,537

土地 3,022,595 3,022,595

その他（純額） 25,410 24,189

有形固定資産合計 4,791,955 5,229,322

無形固定資産 18,857 18,385

投資その他の資産

その他 184,721 213,796

投資その他の資産合計 184,721 213,796

固定資産合計 4,995,535 5,461,504

資産合計 6,014,641 6,544,756
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 10,867 12,318

短期借入金 800,000 1,350,000

未払費用 34,252 41,062

未払法人税等 78,623 30,907

賞与引当金 3,435 6,570

通貨スワップ契約等 86 -

その他 369,660 343,408

流動負債合計 1,296,925 1,784,266

固定負債

長期借入金 379,250 348,500

役員退職慰労引当金 193,583 193,333

資産除去債務 127,584 172,417

その他 199,354 199,354

固定負債合計 899,772 913,605

負債合計 2,196,697 2,697,871

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 3,261,203 3,290,140

自己株式 △476,131 △476,131

株主資本合計 3,817,710 3,846,647

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 233 238

その他の包括利益累計額合計 233 238

純資産合計 3,817,944 3,846,885

負債純資産合計 6,014,641 6,544,756
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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28年９月１日
　至 平成28年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成29年11月30日)

売上高 498,627 516,674

売上原価 220,771 256,727

売上総利益 277,856 259,946

販売費及び一般管理費 202,058 188,934

営業利益 75,798 71,011

営業外収益

為替差益 9,674 1,646

貸倒引当金戻入額 - 417

助成金収入 5,647 -

その他 1,899 251

営業外収益合計 17,221 2,315

営業外費用

支払利息 771 597

支払手数料 600 -

その他 34 7

営業外費用合計 1,406 605

経常利益 91,613 72,722

特別損失

店舗閉鎖損失 1,246 894

特別損失合計 1,246 894

税金等調整前四半期純利益 90,366 71,827

法人税、住民税及び事業税 28,216 27,685

法人税等調整額 4,144 △3,597

法人税等合計 32,360 24,088

四半期純利益 58,005 47,738

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 58,005 47,738
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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28年９月１日
　至 平成28年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成29年11月30日)

四半期純利益 58,005 47,738

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22 4

その他の包括利益合計 22 4

四半期包括利益 58,028 47,743

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 58,028 47,743

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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