
平成23年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年4月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 カワサキ 上場取引所 大 

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） 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23年4月13日 配当支払開始予定日 平成23年5月13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

1.  平成23年8月期第2四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年8月期第2四半期 1,302 △4.5 185 59.3 171 ― 87 ―

22年8月期第2四半期 1,364 △2.6 116 252.4 △73 ― △64 ―

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

23年8月期第2四半期 70.84 ―

22年8月期第2四半期 △50.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年8月期第2四半期 7,341 3,379 46.0 2,726.63
22年8月期 7,605 3,304 43.4 2,665.99

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  3,379百万円 22年8月期  3,304百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年8月期 ― 11.25 ― 11.25 22.50
23年8月期 ― 11.25

23年8月期 
（予想）

― 11.25 22.50

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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

通期 2,582 △2.5 259 35.6 186 ― 98 ― 79.06



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示 
時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期2Q 1,450,500株 22年8月期  1,450,500株

② 期末自己株式数 23年8月期2Q  211,096株 22年8月期  211,024株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 1,239,404株 22年8月期2Q 1,259,543株
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当第２四半期連結会計期間（平成22年12月１日～平成23年２月28日）におけるわが国経済は、 企業

収益の改善及び設備投資の持ち直し等、緩やかな回復は見られたものの雇用情勢は依然として厳しい状

況にあり、また、不安定な世界経済の減速懸念や、先行きに対する不透明感が増す状況が継続しており

ます。 

 このような情勢下、当社グループの服飾事業におきましては前連結会計年度に引き続き新規取引百貨

店の開拓を進めました。賃貸・倉庫事業におきましては前連結会計年度に取得した賃貸物件の賃貸先募

集を進めました。これらの結果により、当第２四半期連結会計期間の連結業績は売上高633,310千円

（前年同四半期連結会計期間比4.6％の減少）、経常利益41,333千円（前年同四半期連結会計期間は

8,973千円の経常損失）となりました。この主な要因は、販売管理費の改善、賃貸倉庫の経費削減等に

よるものであります。以上の結果、四半期純利益は27,371千円（前年同四半期連結会計期間は20,101千

円の純損失）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、前連結会計年度に引き続き直営店展開と新規取引百貨店の開拓を進め

ました。売上高は489,752千円（前年同四半期連結会計期間比7.4％の減少）となったものの販売管理

費の改善、賃貸倉庫の経費削減等により、営業利益は15,649千円（前年同四半期連結会計期間は

13,216千円の営業損失）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、売上高は賃貸物件の購入増により、143,557千円(前年同四半期連結会

計期間比6.3％の増加）、営業利益は63,425千円（前年同四半期連結会計期間比32.3％の増加）とな

りました。 

③不動産仲介業 

当事業部門におきましては、当四半期連結会計期間における売上高はありませんでした。 

  

 ①財政状態の分析 

 (流動資産) 

当第２四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107,066千円

(7.3％)減少し、1,369,329千円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が38,919千円増

加したものの、現金及び預金が101,633千円、商品及び製品が39,115千円減少したことによるもので

あります。  

     (固定資産) 

当第２四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157,821千円

(2.6％)減少し、5,971,764千円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が64,049千円、土地

が32,400千円、投資その他の資産が59,663千円減少したことによるものであります。  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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   (流動負債) 

当第２四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273,986千円

(7.9％)減少し、3,177,062千円となりました。この主な要因は、短期借入金が200,000千円、通貨ス

ワップ契約等が52,456千円減少したことによるものであります。 

  (固定負債) 

当第２四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65,869千円

(7.7％)減少し、784,632千円となりました。この主な要因は、長期借入金の減少78,720千円等による

ものであります。 

   (純資産) 

当第２四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74,967千円

(2.3％)増加し、3,379,399千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上87,804千円等に

よるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結会計期間末に比べ

て284,733千円減少し、282,290千円(前年同四半期連結会計期間末比50.2％の減少)となりました。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税金等調整前四半期純利益41,333千円、減価償却費43,920千円、為替差損28,844千円となり、売上

債権の減少額24,783千円、たな卸資産の減少額48,155千円により営業活動によるキャッシュ・フロー

は164,711千円の収入（前年同四半期連結会計期間は96,893千円の収入）となりました。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

有形固定資産の取得による支出が3,622千円、無形固定資産の取得による支出が2,600千円あり、当

第２四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは6,156千円の支出（前年同四半期連

結会計期間は202,500千円の収入）となりました。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

短期借入金の純減少150,000千円、長期借入金の返済による支出39,360千円により当第２四半期連

結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは189,360千円の支出（前年同四半期連結会計期間

は157,590千円の支出）となりました。  

  

平成22年10月14日に公表した業績予想を平成23年４月８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」に

て予想を変更しております。 

 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とおり、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。 

   ②キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は858千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は14,063千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は、27,698千円であります。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

株式会社カワサキ（3045）平成23年８月期第２四半期決算短信

4



3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 282,290 383,923

受取手形及び売掛金 237,611 198,691

商品及び製品 613,161 652,276

原材料及び貯蔵品 91,443 87,791

その他 146,253 155,120

貸倒引当金 △1,430 △1,407

流動資産合計 1,369,329 1,476,396

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,156,146 2,220,195

土地 3,442,330 3,474,730

その他（純額） 28,928 30,929

有形固定資産合計 5,627,405 5,725,855

無形固定資産 19,959 19,665

投資その他の資産

その他 330,823 390,464

貸倒引当金 △6,423 △6,400

投資その他の資産合計 324,399 384,063

固定資産合計 5,971,764 6,129,585

資産合計 7,341,093 7,605,981
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 54,098 29,687

短期借入金 1,900,000 2,100,000

未払法人税等 4,643 3,924

賞与引当金 5,716 6,487

通貨スワップ契約等 881,235 933,692

その他 331,367 377,256

流動負債合計 3,177,062 3,451,048

固定負債

長期借入金 412,030 490,750

役員退職慰労引当金 168,849 165,449

資産除去債務 27,956 －

負ののれん 31,623 39,529

その他 144,172 154,772

固定負債合計 784,632 850,501

負債合計 3,961,694 4,301,549

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 2,626,800 2,552,940

自己株式 △280,676 △280,606

株主資本合計 3,378,762 3,304,972

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 637 △540

評価・換算差額等合計 637 △540

純資産合計 3,379,399 3,304,431

負債純資産合計 7,341,093 7,605,981
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
 至 平成23年２月28日)

売上高 1,364,195 1,302,446

売上原価 682,134 602,561

売上総利益 682,061 699,885

販売費及び一般管理費 565,846 514,725

営業利益 116,214 185,159

営業外収益

受取利息 182 56

受取配当金 230 －

負ののれん償却額 7,905 7,905

その他 1,271 514

営業外収益合計 9,589 8,476

営業外費用

支払利息 17,063 8,872

為替差損 179,187 12,385

その他 2,893 430

営業外費用合計 199,145 21,688

経常利益又は経常損失（△） △73,341 171,947

特別損失

固定資産売却損 36,045 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,204

特別損失合計 36,045 13,204

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△109,386 158,743

法人税、住民税及び事業税 1,189 1,156

法人税等調整額 △46,415 69,782

法人税等合計 △45,226 70,938

少数株主損益調整前四半期純利益 － 87,804

四半期純利益又は四半期純損失（△） △64,159 87,804
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年12月１日
 至 平成23年２月28日)

売上高 663,640 633,310

売上原価 350,381 306,301

売上総利益 313,259 327,008

販売費及び一般管理費 278,158 247,286

営業利益 35,101 79,721

営業外収益

受取利息 109 41

受取配当金 230 －

負ののれん償却額 3,952 3,952

その他 436 △77

営業外収益合計 4,728 3,917

営業外費用

支払利息 7,960 4,290

為替差損 37,993 37,909

その他 2,848 106

営業外費用合計 48,803 42,306

経常利益又は経常損失（△） △8,973 41,333

特別損失

固定資産売却損 28,261 －

特別損失合計 28,261 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△37,234 41,333

法人税、住民税及び事業税 181 773

法人税等調整額 △17,314 13,188

法人税等合計 △17,132 13,961

少数株主損益調整前四半期純利益 － 27,371

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,101 27,371
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成23年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△109,386 158,743

減価償却費 91,647 86,918

負ののれん償却額 △7,905 △7,905

支払利息 17,063 8,872

為替差損益（△は益） 23,450 33,788

固定資産売却損益（△は益） 36,045 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,204

売上債権の増減額（△は増加） △41,517 △38,919

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,032 35,463

仕入債務の増減額（△は減少） 30,708 24,411

通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） 148,112 △52,456

その他 39,864 △49,419

小計 264,115 212,700

利息及び配当金の受取額 412 56

利息の支払額 △14,334 △8,598

法人税等の支払額 △1,813 △907

営業活動によるキャッシュ・フロー 248,379 203,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △35,587 △7,755

有形固定資産の売却による収入 226,053 32,415

その他 12,500 △2,550

投資活動によるキャッシュ・フロー 202,965 22,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 350,000 △200,000

長期借入れによる収入 32,000 －

長期借入金の返済による支出 △464,760 △79,191

自己株式の取得による支出 △36,926 △69

配当金の支払額 △14,297 △13,944

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,983 △293,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,450 △33,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,911 △101,633

現金及び現金同等物の期首残高 273,112 383,923

現金及び現金同等物の四半期末残高 567,023 282,290
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 該当事項はありません。 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年12月１日  至  平成22年２月28日) 

  

 
(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

      (1) 服飾事業………………シェニール織高級タオル、婦人身の回り品(バック、ハンカチ)、婦人ウエア(ブラ  

                              ウス、セーター）、バス・トイレタリー製品 

    (2) 賃貸・倉庫事業………不動産の賃貸、商品の保管及び荷役の作業 

   (3) 不動産仲介業…………不動産の賃貸及び売買の仲介業 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日  至 平成22年２月28日） 

  

 
(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

(1) 服飾事業………………シェニール織高級タオル、婦人身の回り品(バック、ハンカチ)、婦人ウエア(ブ

                          ラウス、セーター)、バス・トイレタリー製品 

         (2) 賃貸・倉庫事業………不動産の賃貸、商品の保管及び荷役の作業 

(3) 不動産仲介業…………不動産の賃貸及び売買の仲介業 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日）及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日）及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）において、海外売上高がないため該当事項はあ

りません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

服飾事業 
(千円)

賃貸・倉庫
事業 
(千円)

不動産  
仲介業  
(千円)

計
(千円)

消去  
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 528,636 135,004 ― 663,640 ― 663,640

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

24 2,800 10,906 13,731 (13,731) ―

計 528,660 137,804 10,906 677,372 (13,731) 663,640

営業利益又は営業損失(△) △13,216 47,946 5,495 40,226 (5,125) 35,101

服飾事業 
(千円)

倉庫・賃貸
事業 
(千円)

不動産  
仲介業 
(千円)

計
(千円)

消去  
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に対する 
      売上高

1,106,801 257,394 ― 1,364,195 ― 1,364,195

  (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

27 6,220 13,296 19,544 (19,544) ―

計 1,106,828 263,614 13,296 1,383,740 (19,544) 1,364,195

営業利益 30,084 85,412 6,384 121,881 (5,666) 116,214

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１. 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 

 当社グループは、当社及び連結子会社を構成単位とする財務情報に基づき、事業の種類別に区分した単

位により事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは事業の種類に基づき、「服飾事業」、「賃貸・倉庫事業」、「不動産仲介業」

を報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントの主要な内容は、次のとおりであります。 

  服飾事業……………シェニール織高級タオル、婦人身の回り品(バック、ハンカチ)、婦人ウエア 

           (ブラウス、セーター)、バス・トイレタリー製品 

  賃貸・倉庫事業……不動産の賃貸、商品の保管及び荷役の作業 

  不動産仲介業………不動産の賃貸及び売買の仲介業 

  

【セグメント情報】
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２. 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 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年９月１日 至 平成23年２月28日) 

 
  (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925千円及び貸倒引当金の調整203千円が含まれて

    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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年12月１日  至  平成23年２月28日) 

 
  (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444千円及び貸倒引当金の調整203千円が含まれて

    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。 

  

  

 該当事項はありません。 

(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 1,015,050 287,395 ― 1,302,446 ― 1,302,446

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 5,858 ― 5,858 △5,858 ―

計 1,015,050 293,254 ― 1,308,305 △5,858 1,302,446

セグメント利益 60,764 123,266 ― 184,031 1,128 185,159

(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 489,752 143,557 ― 633,310 ― 633,310

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 3,222 ― 3,222 △3,222 ―

計 489,752 146,879 ― 636,532 △3,222 633,310

セグメント利益 15,649 63,425 ― 79,074 647 79,721

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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