
平成24年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24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24年4月13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 ： 有

1.  平成24年8月期第2四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年2月29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 ％

24年8月期第2四半期 1,208 △7.2 166 △9.9 251 46.1 125 42.5
23年8月期第2四半期 1,302 △4.5 185 59.3 171 ― 87 ―

（注）包括利益 24年8月期第2四半期 125百万円 （41.3％） 23年8月期第2四半期 88百万円 （―％）

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

24年8月期第2四半期 100.93 ―
23年8月期第2四半期 70.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第2四半期 7,257 3,533 48.7
23年8月期 7,228 3,421 47.3
（参考） 自己資本   24年8月期第2四半期  3,533百万円 23年8月期  3,421百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年8月期 ― 11.25 ― 11.25 22.50
24年8月期 ― 11.25
24年8月期（予想） ― 11.25 22.50

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,394 △3.1 334 10.2 324 36.2 170 17.2 137.59



(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 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期2Q 1,450,500 株 23年8月期 1,450,500 株
② 期末自己株式数 24年8月期2Q 211,096 株 23年8月期 211,096 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期2Q 1,239,404 株 23年8月期2Q 1,239,404 株
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当第２四半期連結累計期間（平成23年９月１日～平成24年２月29日）におけるわが国経済は、東日本

大震災の影響から復興需要等もあり徐々に回復の動きが見られた一方、欧州における債務危機等に起因

した円高、長期にわたるデフレ基調の経済環境がなお継続しております。また、個人消費も厳しい選別

基準による購買活動となり、先行きの不透明感は拭えない状態が続いております。 

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

ダウンの推進、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、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２四半期連結累計期間の連結業績は売上高

1,208,624千円(前年同四半期連結累計期間比7.2％の減少)、営業利益166,904千円（前年同四半期連結

累計期間比9.9％の減少）となったものの、為替差益の増加により経常利益251,173千円（前年同四半期

連結累計期間比46.1％の増加）、四半期純利益は125,095千円（前年同四半期連結累計期間比42.5％の

増加）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、販売管理費等の改善により利益体質の強化を図りました。売上高は

914,316千円（前年同四半期連結累計期間比9.9％の減少）、営業利益は29,981千円（前年同四半期連

結累計期間比50.7％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294,118千円

(前年同四半期連結累計期間比2.3％の増加）、営業利益は136,225千円（前年同四半期連結累計期間

比10.5％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、外部顧客への売上高は188千円、セグメント間の内部取引での売上高

は865千円、営業利益は537千円となりました。 

  

 ①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149,086千円

(11.0％)増加し、1,502,481千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が189,273千円増加し

たものの、商品及び製品が20,019千円減少したことによるものであります。 

    ②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120,189千円

(2.0％)減少し、5,755,312千円となりました。この主な要因は、土地が24,018千円増加したものの、

建物及び構築物が75,609千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346,441千円

(11.1％)減少し、2,765,080千円となりました。この主な要因は、買掛金が26,547千円増加したもの

の、短期借入金が300,000千円、通貨スワップ契約等が167,098千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263,556千円

(37.9％)増加し、959,570千円となりました。この主な要因は、長期借入金の増加266,060千円等によ

るものであります。 

１．当四半期決算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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  ⑤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111,781千円

(3.3％)増加し、3,533,143千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上125,095千円等

によるものであります。 

  

平成23年10月12日に公表した業績予想を平成24年４月９日付「デリバティブ評価益計上及び業績予想

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。 

（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。  

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。   

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適

用しております。 

（法人税率の変更等による影響） 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を

改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するため

に必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以

降開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。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される法定実効税率は、一時差異に係る解消時期に応じて以下のとおりとな

ります。 

 平成24年８月31日まで 40.7％ 

 平成24年９月１日から平成27年８月31日 38.0％ 

 平成27年９月１日以降 35.6％ 

 この税率の変更により繰延税金資産の純額が10,184千円減少し、当第２四半期連結累計期間に費用計

上された法人税等調整額が10,152千円、その他有価証券評価差額金が32千円それぞれ増加しておりま

す。 

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 296,663 485,937

受取手形及び売掛金 173,281 185,086

商品及び製品 648,302 628,282

原材料及び貯蔵品 73,201 86,336

その他 163,087 116,962

貸倒引当金 △1,142 △124

流動資産合計 1,353,394 1,502,481

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,081,300 2,005,691

土地 3,442,330 3,466,349

その他（純額） 23,793 20,615

有形固定資産合計 5,547,424 5,492,655

無形固定資産 17,985 15,768

投資その他の資産   

その他 319,697 256,476

貸倒引当金 △9,605 △9,587

投資その他の資産合計 310,092 246,888

固定資産合計 5,875,502 5,755,312

資産合計 7,228,897 7,257,794
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,470 69,017

短期借入金 1,850,000 1,550,000

未払法人税等 21,933 21,092

賞与引当金 5,539 5,360

通貨スワップ契約等 864,149 697,051

その他 327,429 422,558

流動負債合計 3,111,521 2,765,080

固定負債   

長期借入金 333,310 599,370

役員退職慰労引当金 172,249 174,749

資産除去債務 28,216 28,479

負ののれん 23,717 15,811

その他 138,519 141,159

固定負債合計 696,014 959,570

負債合計 3,807,535 3,724,650

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 2,670,535 2,781,687

自己株式 △280,676 △280,676

株主資本合計 3,422,497 3,533,649

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,135 △505

その他の包括利益累計額合計 △1,135 △505

純資産合計 3,421,361 3,533,143

負債純資産合計 7,228,897 7,257,794
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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22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 1,302,446 1,208,624

売上原価 602,561 575,536

売上総利益 699,885 633,088

販売費及び一般管理費 514,725 466,183

営業利益 185,159 166,904

営業外収益   

受取利息 56 41

為替差益 － 84,156

負ののれん償却額 7,905 7,905

その他 514 1,991

営業外収益合計 8,476 94,094

営業外費用   

支払利息 8,872 7,373

為替差損 12,385 －

その他 430 2,452

営業外費用合計 21,688 9,826

経常利益 171,947 251,173

特別利益   

固定資産売却益 － 38

特別利益合計 － 38

特別損失   

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 13,204 －

税金等調整前四半期純利益 158,743 251,212

法人税、住民税及び事業税 1,156 18,044

法人税等調整額 69,782 108,073

法人税等合計 70,938 126,117

少数株主損益調整前四半期純利益 87,804 125,095

四半期純利益 87,804 125,095
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 87,804 125,095

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,177 629

その他の包括利益合計 1,177 629

四半期包括利益 88,981 125,725

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 88,981 125,725

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年９月１日
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日
 至 平成24年２月29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 158,743 251,212

減価償却費 86,918 83,365

負ののれん償却額 △7,905 △7,905

支払利息 8,872 7,373

為替差損益（△は益） 33,788 37,027

固定資産売却損益（△は益） － △38

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） △38,919 △11,804

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,463 6,884

仕入債務の増減額（△は減少） 24,411 26,547

通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） △52,456 △167,098

その他 △49,419 8,165

小計 212,700 233,728

利息及び配当金の受取額 56 41

利息の支払額 △8,598 △7,541

法人税等の支払額 △907 △17,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,249 208,722

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 △7,755 △26,565

有形固定資産の売却による収入 32,415 60

その他 △2,550 167

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,109 △26,338

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） △200,000 △300,000

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △79,191 △242,140

自己株式の取得による支出 △69 －

配当金の支払額 △13,944 △13,943

財務活動によるキャッシュ・フロー △293,204 43,916

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,788 △37,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,633 189,273

現金及び現金同等物の期首残高 383,923 296,663

現金及び現金同等物の四半期末残高 282,290 485,937
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第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) 

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 

 
  (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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年９月１日  至  平成24年２月29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 

 
  (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160千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。  

  

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）セグメント情報等

（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 914,316 294,118 188 1,208,624 ─ 1,208,624

  セグメント間の内部
 売上高又は振替高

3 5,560 865 6,429 △6,429 ─

計 914,320 299,679 1,053 1,215,053 △6,429 1,208,624

セグメント利益 29,981 136,225 537 166,744 160 166,904

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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