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1.  平成21年11月期第3四半期の業績（平成20年12月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年11月期第3四半期 13,216 △19.7 △260 ― △160 ― △104 ―
20年11月期第3四半期 16,464 △13.2 349 △69.7 472 △63.1 109 △85.2

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

21年11月期第3四半期 △3.62 ―
20年11月期第3四半期 3.78 ―

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

21年11月期第3四半期 13,732 10,119 73.7 349.69
20年11月期 16,841 10,803 64.1 373.31

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  10,119百万円 20年11月期  10,803百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

20年11月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
21年11月期 ― 0.00 ―
21年11月期 

（予想）
4.00 4.00

3.  平成21年11月期の業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 19,681 △17.2 330 △74.4 462 △69.6 132 △81.3 4.56



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第3四半期 28,952,000株 20年11月期  28,952,000株
② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  14,119株 20年11月期  13,190株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年11月期第3四半期 28,938,289株 20年11月期第3四半期 28,939,726株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予測には、本資料の発表日現在の将来に関する見通し・計画に基づく予測が含まれており、経済情勢・競合状況や不確定要因により実際の業績
が記載の予測数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



 当社の第3四半期の売上高は、対前年比14億56百万円減の35億66百万円（前年同期比29.0％減）となりました。前

年同期には定番商品501シリ－ズのフルモデルチェンジが５年ぶりに行なわれ売上に貢献したことと、当四半期では

厳しい経済状況のもと消費者の購買意欲が低迷し、小売店の在庫調整の影響を受けたことが主な減少の原因です。こ

のため、第３四半期累計では対前年比32億47百万円減の132億16百万円（前年同期比19.7％減）となりました。 

 第3四半期の返品調整引当金繰入後の売上総利益は、前年同期比３億73百万円減の13億42百万円（前年同期比

21.8％減）となりました。しかし、前年同期にキャンペ－ン用の広告宣伝費が発生していたことに加えて当四半期の

徹底した経費削減により、販売費及び一般管理費が３億25百万円減少（同期比16.4％減）したため、営業損失は３億

20百万円にとどめることができました。第３四半期累計の営業損益は、対前年比６億10百万円減の２億60百万円の営

業損失となりました。 

 以上により第３四半期の経常損失、四半期純損失は、それぞれ前年同期比並みの２億88百万円、１億63百万円とな

りました。このため、第３四半期累計では、経常損益は、対前年比６億32百万円減少の１億60百万円の経常損失とな

り、四半期純損失は１億４百万円となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

 当第３四半期会計期末における総資産は137億32百万円となり、前事業年度末に比べて31億９百万円減少いたしま

した。この主な要因は、売上高の減少に伴い、売上債権が減少したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期末における負債の残高は36億13百万円となり、前事業年度末に比べて24億25百万円減少いたし

ました。この主な要因は、買掛金及び未払金が減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期末における純資産の残高は101億19百万円となり、前事業年度末に比べて6億83百万円減少いた

しました。この主な要因は、前事業年度の剰余金の処分によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）   

 営業活動の結果支出した資金は３億13百万円となりました。これは、税引前四半期純損失１億68百万円に対して、

売上債権の23億９百万円の資金回収による増加、たな卸資産の増加１億92百万円、仕入債務の減少10億53百万円、未

払金の減少７億24百万円等による資金の支払により減少があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は８億90百万円となりました。これは主に短期貸付金の回収による９億60百万円の資

金の増加があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は６億48百万円となりました。これは、主に配当金の支払５億77百万円に伴う資金の

減少があったことによるものです。  

  

  

 現時点では、平成21年7月13日付の決算短信（非連結）で公表しました業績予測から変更はありません。第４四半

期は、様々な色使いをアクセントにした限定版501シリ－ズや、デザインを刷新したスクエア・トップ・ブロックシ

リーズの投入などにより定番ボトムスの販売を活性化していく予定です。しかしながら、依然厳しい環境のなか事業

の状況をより詳細に注視して参ります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第３四半期会計期間末のたな卸資産高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用 

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規 

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

   

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第9号)を第1四半期会計期間から適

用し、評価基準については低価法を採用しておりましたが、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変

更しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。  

   

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました 

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部 

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４ 

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第 

１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま 

た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐 

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

      これにより、損益に与える影響は僅少であります。  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 153 224

売掛金 1,894 4,204

製品 2,447 2,293

原材料 233 194

繰延税金資産 590 576

関係会社短期貸付金 4,975 5,935

その他 358 176

貸倒引当金 △13 △9

流動資産合計 10,639 13,595

固定資産   

有形固定資産 2,178 2,250

無形固定資産 290 408

投資その他の資産   

繰延税金資産 261 256

敷金及び保証金 361 329

投資その他の資産合計 623 586

固定資産合計 3,092 3,246

資産合計 13,732 16,841

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,613 2,667

未払金 706 1,431

リース債務 88 93

未払法人税等 － 206

返品調整引当金 268 362

その他 402 633

流動負債合計 3,078 5,394

固定負債   

リース債務 240 312

退職給付引当金 277 322

役員退職慰労引当金 15 9

固定負債合計 534 644

負債合計 3,613 6,038



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,213 5,213

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 3,383 4,067

自己株式 △20 △19

株主資本合計 10,119 10,803

純資産合計 10,119 10,803

負債純資産合計 13,732 16,841



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 13,216

売上原価 7,038

その他 1,054

売上総利益 5,123

返品調整引当金繰入額 △94

差引売上総利益 5,217

販売費及び一般管理費 5,478

営業損失（△） △260

営業外収益  

受取利息 16

雑収入 78

その他 5

営業外収益合計 100

営業外費用  

支払利息 0

営業外費用合計 0

経常損失（△） △160

特別利益 －

特別損失  

固定資産除却損 1

特別退職金 7

特別損失合計 8

税引前四半期純損失（△） △168

法人税等 △76

過年度法人税等 13

四半期純損失（△） △104



（第３四半期会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 3,566

売上原価 1,916

その他 269

売上総利益 1,380

返品調整引当金繰入額 38

差引売上総利益 1,342

販売費及び一般管理費 1,662

営業損失（△） △320

営業外収益  

受取利息 2

雑収入 20

その他 8

営業外収益合計 32

営業外費用  

支払利息 0

営業外費用合計 0

経常損失（△） △288

特別利益 －

特別損失  

固定資産除却損 1

特別損失合計 1

税引前四半期純損失（△） △289

法人税等 △138

過年度法人税等 13

四半期純損失（△） △163



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △168

減価償却費 225

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

返品調整引当金の増減額（△は減少） △94

受取利息及び受取配当金 △16

支払利息 0

為替差損益（△は益） △5

有形固定資産除売却損益（△は益） 1

特別退職金 7

売上債権の増減額（△は増加） 2,309

たな卸資産の増減額（△は増加） △192

仕入債務の増減額（△は減少） △1,053

未払金の増減額（△は減少） △724

未払消費税等の増減額（△は減少） △0

その他 △166

小計 85

利息及び配当金の受取額 16

利息の支払額 △0

特別退職金の支払額 △6

法人税等の支払額 △408

営業活動によるキャッシュ・フロー △313

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 △37

短期貸付金の増減額（△は増加） 960

その他 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー 890

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

リース債務の返済による支出 △69

配当金の支払額 △577

財務活動によるキャッシュ・フロー △648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71

現金及び現金同等物の期首残高 224

現金及び現金同等物の四半期末残高 153



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年8月10日に早期退職プログラムの応募、受付を発表しました。これに対して、9月中に従業員の

申し込みが受理され特別退職金が86百万円発生しております。 

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年12月１日～８月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年11月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  16,464

Ⅱ 売上原価  10,603

売上総利益  5,860

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,510

営業利益  349

Ⅳ 営業外収益  122

 受取利息  27

 その他  94

Ⅴ 営業外費用  0

 支払利息  0

経常利益  472

Ⅵ 特別損失  243

 特別退職金  242

 固定資産除却損  1

税引前四半期純利益  228

法人税等  119

四半期純利益  109



前第３四半期累計期間（平成19年12月１日～８月31日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年11月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期利益   228

減価償却費   225

退職給付引当金の減少額   △33

役員退職慰労引当金の増加額   6

貸倒引当金の減少額   △107

返品調整引当金の減少額   △132

受取利息   △27

支払利息   0

固定資産除却損   1

売上債権の増加額   △415

たな卸資産の増加額   △368

仕入債務の増加額   814

未払金の減少額   △217

未払消費税の増加額   67

その他   47

小計  88

利息の受取額   27

利息の支払額   △0

法人税等の支払額   163

営業活動によるキャッシュ・フロー  279

Ⅱ 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   △90

短期貸付金の増減額   564

その他   △33

投資活動によるキャッシュ・フロー  441

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払   △723

リース債務返済による支出   △78

その他   △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △802

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  81

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  220

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  139
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