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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31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 ％

21年11月期第3四半期 22,230 ― 423 ― 288 ― 48 ―
20年11月期第3四半期 28,551 0.7 1,318 17.5 1,155 4.7 1,020 △3.3

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 3.28 ―
20年11月期第3四半期 68.09 68.03

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 31,677 23,775 74.6 1,588.79
20年11月期 32,283 24,100 74.3 1,588.70

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  23,639百万円 20年11月期  23,973百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年11月期 ― 6.00 ―
21年11月期 

（予想）
6.00 12.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 29,500 △21.1 650 △60.1 400 △70.2 200 △80.2 13.44
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会  平成19年３月14日企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  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、当社グループ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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に
ついては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的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） 21年11月期第3四半期 15,400,000株 20年11月期  15,400,000株
② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  521,201株 20年11月期  310,187株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 14,907,861株 20年11月期第3四半期 14,990,566株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの国際金融市場の混乱や世界経済の後
退、為替の変動の影響を受け、企業収益及び設備投資の減少、雇用情勢の悪化や個人消費の落ち込みな
ど、深刻な景気後退が拡大する事態となりました。今年春以降、市場は落ち着きはじめたものの、先行き
は不透明であり、依然として予断を許さない状況が続いております。  
 このような状況の中、主に付属品を扱う当社グループは、景気悪化の影響を受けた自動車市場やアパレ
ル関連市場において一部回復の兆しはあるものの、依然厳しい状況が続いております。一方、アジア地域
を中心とした海外市場へコア商品の販売体制を強化するため、平成21年５月に設立した佳耐美国際貿易
（上海）有限公司の大連分公司を含め、海外事業へ経営資源の投資を引き続き行っております。また、当
社グループ全体の重点施策として物流拠点の統合をはじめとした業務の効率化やコストの削減などに取り
組み、利益確保に努めてまいりました。  
 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高222億３千万円、営業利益４億２千３百万円、
経常利益２億８千８百万円、四半期純利益４千８百万円となりました。  
  
事業部門別の業績は次のとおりであります。  
  
（服飾資材関連事業）  
 アパレル業界におきましては、生活防衛意識の高まりから慎重な消費行動がとられ、大幅な生産調整を
強いられる状況となり、アパレルメーカーにとっては厳しい市場環境となりました。  
 このような状況の中、服飾資材関連事業においては、一部のＳＰＡ向けホックの販売が好調であるもの
の、百貨店やＧＭＳなどの衣料品販売が不振となり、関連商品の販売が減少いたしました。また、雇用悪
化や公共事業の停滞によりユニフォーム関連の需要が低迷いたしました。  
 その結果、売上高は102億７千４百万円となり、当社グループ全体の46.2％を占めております。  
  
（汎用資材関連事業）  
 世界的な金融危機の影響により実体経済が悪化している中、自動車業界では購買刺激策により消費が若
干持ち直したものの日欧米の先進国をはじめ世界市場全体が縮小しております。また、個人消費の低迷か
ら買い替え需要が伸び悩み、ＯＡ機器、デジタル家電製品の需要が低下いたしました。  
 このような状況の中、汎用資材関連事業においては、ハイブリッド車をはじめとしたエコカー向けのシ
ートバックネットやマットエンブレムなどの受注が増加しましたが、自動車関連資材全体としては売上高
が減少いたしました。また、需要の低迷によりパソコンやデジタルカメラ関連資材についても販売が減少
いたしました。  
 その結果、売上高は100億１千２百万円となり、当社グループ全体の45.0％を占めております。  
  
（流通小売関連事業）  
 流通小売業界におきましては、個人消費の冷え込みとともにデフレ傾向が強まる中、業界全体として厳
しい市場環境で推移しました。  
 このような状況の中、流通小売関連事業においては、靴専門店における靴周り商品の販売や中敷、靴ク
リームなどのオリジナルブランド『ｉｓ－ｆｉｔ』商品の販売が堅調に推移するも、消費低迷や夏の天候
不順の影響を受け、売上高は減少いたしました。  
 その結果、売上高は19億４千３百万円となり、当社グループ全体の8.8％を占めております。  
  
事業別売上高概況は次のとおりであります。 
当第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日） 
  

 
前第３四半期連結累計期間の金額及び前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

（百万円単位未満切捨）

事 業
前第３四半期連結 

累計期間
当第３四半期連結 

累計期間
構成比

前年同期比 
増減率

服飾資材関連事業 13,282 10,274 46.2% △22.6%

汎用資材関連事業 12,970 10,012 45.0% △22.8%

流通小売関連事業 2,297 1,943  8.8% △15.4%

合    計 28,551 22,230 100.0% △22.1%
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、316億７千７百万円となり前連結会計年度末に比べ６
億６百万円減少しました。 
 流動資産につきましては、181億８千万円となり前連結会計年度末に比べ７億３千８百万円減少しまし
た。これは主に、現金及び預金が12億２千５百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が17億９千８百
万円減少したことによるものであります。 
固定資産につきましては、134億９千６百万円となり前連結会計年度末に比べ１億３千１百万円増加し

ました。これは主に、保有株式の含み益により投資有価証券が３億７千３百万円増加したことによるもの
であります。 
流動負債につきましては、53億７千４百万円となり前連結会計年度末に比べ４億４千４百万円減少しま

した。これは主に、短期借入金が９億４千１百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が５億４千５百
万円、未払法人税等が４億１千万円、その他に含まれている未払費用が３億５千８百万円減少したことに
よるものであります。 
固定負債につきましては、25億２千７百万円となり前連結会計年度末に比べ１億６千２百万円増加しま

した。これは主に、その他に含まれている繰延税金負債が１億８千４百万円増加したことによるものであ
ります。 
純資産につきましては、237億７千５百万円となり前連結会計年度末に比べ３億２千４百万円減少しま

した。これは主に、為替換算調整勘定が２億１千１百万円減少、利益剰余金が１億７千５百万円減少した
ことによるものであります。 
なお、自己資本比率は前連結会計年度の74.3％から74.6％へと0.3ポイント上昇しました。 
  

  

世界的な景気後退により各市場の先行きが見えない中、当社グループでは利益の確保を 重要課題と
し、販売体制の強化やコストの削減に取り組んでまいりました。これらの結果、売上高は前回発表予想に
及びませんが、利益は上回ると見込んでおります。  
 今後の見通し及び現在の状況を総合的に勘案し、平成21年11月期の連結業績予想を修正いたしました。
詳細につきましては、本日（平成21年10月13日付け）別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。  
  

  

 該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
 該当事項はありません。 

②特有の会計処理 
 該当事項はありません。 
  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会
平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また「四半期連結財務諸表
規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の
取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必
要な調整を行っております。 
 なお、当該変更による損益に与える影響は軽微であります。 

③重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
たな卸資産 
 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によ
っておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計
基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、主として移動平均
法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しております。 
 なお、当該変更による損益に与える影響はありません。 

  
  

 平成20年度の法人税法改正に伴い、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び国内連結子会社
２社の機械装置及び運搬具の一部の資産については、第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮
を行っております。 
 なお、当該変更による損益に与える影響は軽微であります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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

(追加情報）
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5.【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３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,091,669 4,866,619 

受取手形及び売掛金 8,333,675 10,132,023 

商品及び製品 2,652,083 3,035,918 

仕掛品 20,865 5,033 

原材料及び貯蔵品 141,686 111,151 

その他 976,307 822,599 

貸倒引当金 △35,493 △54,513 

流動資産合計 18,180,793 18,918,832 

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,360,530 6,373,379 

その他（純額） 2,558,618 2,790,454 

有形固定資産合計 8,919,148 9,163,833 

無形固定資産 76,392 85,758 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,616,649 3,243,211 

その他 1,064,316 1,170,306 

貸倒引当金 △180,021 △298,065 

投資その他の資産合計 4,500,944 4,115,451 

固定資産合計 13,496,485 13,365,043 

資産合計 31,677,279 32,283,875 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,537,650 4,082,778 

短期借入金 1,148,770 207,650 

未払法人税等 38,648 448,933 

役員賞与引当金 16,725 29,500 

賞与引当金 185,176 21,683 

その他 447,476 1,028,360 

流動負債合計 5,374,446 5,818,905 

固定負債   

退職給付引当金 845,094 882,552 

役員退職慰労引当金 202,670 179,383 

その他 1,479,462 1,302,542 

固定負債合計 2,527,227 2,364,479 

負債合計 7,901,674 8,183,384 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,532,492 3,532,492 

資本剰余金 3,386,341 3,386,436 

利益剰余金 18,184,890 18,360,596 

自己株式 △422,040 △259,881 

株主資本合計 24,681,684 25,019,642 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 382,473 167,360 

土地再評価差額金 △797,804 △797,804 

為替換算調整勘定 △627,031 △416,003 

評価・換算差額等合計 △1,042,362 △1,046,447 

少数株主持分 136,283 127,295 

純資産合計 23,775,605 24,100,490 

負債純資産合計 31,677,279 32,283,875 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 22,230,990

売上原価 16,648,407

売上総利益 5,582,583

販売費及び一般管理費 5,158,616

営業利益 423,967

営業外収益  

受取利息 16,710

受取配当金 53,970

その他 88,138

営業外収益合計 158,819

営業外費用  

支払利息 14,861

売上割引 97,307

為替差損 79,531

持分法による投資損失 65,648

その他 36,604

営業外費用合計 293,953

経常利益 288,832

特別利益  

固定資産売却益 8,251

貸倒引当金戻入額 6,881

特別利益合計 15,132

特別損失  

固定資産除却損 63,753

固定資産売却損 503

特別損失合計 64,257

税金等調整前四半期純利益 239,708

法人税、住民税及び事業税 241,876

法人税等調整額 △63,163

法人税等合計 178,712

少数株主利益 12,055

四半期純利益 48,940
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 7,433,679

売上原価 5,423,996

売上総利益 2,009,682

販売費及び一般管理費 1,695,826

営業利益 313,856

営業外収益  

受取利息 4,467

受取配当金 39,201

その他 30,647

営業外収益合計 74,317

営業外費用  

支払利息 5,195

売上割引 32,420

持分法による投資損失 30,311

その他 37,516

営業外費用合計 105,443

経常利益 282,729

特別利益  

固定資産売却益 7,522

貸倒引当金戻入額 385

特別利益合計 7,908

特別損失  

固定資産除却損 1,023

固定資産売却損 282

特別損失合計 1,306

税金等調整前四半期純利益 289,331

法人税、住民税及び事業税 180,257

法人税等調整額 △55,093

法人税等合計 125,163

少数株主利益 4,691

四半期純利益 159,475
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 239,708

減価償却費 350,922

賞与引当金の増減額（△は減少） 163,493

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,483

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,287

貸倒引当金の増減額（△は減少） △133,924

受取利息及び受取配当金 △70,680

支払利息 14,861

持分法による投資損益（△は益） 65,648

固定資産売却損益（△は益） △7,968

固定資産除却損 62,790

売上債権の増減額（△は増加） 1,765,070

たな卸資産の増減額（△は増加） 266,370

仕入債務の増減額（△は減少） △412,003

その他 △684,575

小計 1,620,516

利息及び配当金の受取額 70,594

利息の支払額 △20,033

法人税等の支払額 △643,716

その他の支出 14,447

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,041,809

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △114,550

定期預金の払戻による収入 40,300

投資有価証券の取得による支出 △114,579

投資有価証券の売却による収入 9,000

有形固定資産の取得による支出 △177,709

有形固定資産の売却による収入 12,133

無形固定資産の取得による支出 △981

貸付けによる支出 △60,700

貸付金の回収による収入 72,804

その他 1,139

投資活動によるキャッシュ・フロー △333,142

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） 956,240

自己株式の売却による収入 953

自己株式の取得による支出 △163,207

配当金の支払額 △225,156

財務活動によるキャッシュ・フロー 568,830

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,175,311

現金及び現金同等物の期首残高 4,404,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,579,822
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日) 
  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日) 

当社及び連結子会社は、身の回り品を中心とする生活関連資材の販売（一部製造）を主とする事業を

行っておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める当該事業の割合がいず

れも90％を超えているため、その記載を省略しております。 

  

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

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………………中国、台湾、シンガポール 

(2) 北米…………………アメリカ 

(3) ヨーロッパ…………オランダ 

  

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

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………………アメリカ 

(2) アジア………………中国、台湾、マレーシア、シンガポール 

(3) ヨーロッパ…………イギリス、オランダ、フランス 

(4) その他………………上記以外の国又は地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日) 
 該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

北米
(千円)

ヨーロッパ
(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

18,293,747 3,079,163 465,189 392,890 22,230,990 - 22,230,990

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,289,891 990,699 385 4,785 2,285,761 (2,285,761) -

計 19,583,638 4,069,862 465,574 397,676 24,516,752 (2,285,761) 22,230,990

営業利益 868,107 △114,372 △18,320 8,887 744,302 (320,334) 423,967

【海外売上高】

北米 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 474,094 3,516,028 432,617 26,503 4,449,243

Ⅱ 連結売上高(千円) - - - - 22,230,990

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.1 15.8 2.0 0.1 20.0

(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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「参考」

(要約)前四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科  目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年８月31日)

Ⅰ 売上高 28,551,081

Ⅱ 売上原価 21,220,183

   売上総利益 7,330,897

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,012,712

    営業利益 1,318,184

Ⅳ 営業外収益 181,129

 1 受取利息 21,872

 2 受取配当金 46,722

 3 賃貸収入 32,145

 4 その他 80,389

Ⅴ 営業外費用 343,432

 1 支払利息 12,737

 2 売上割引 119,813

 3 為替差損 72,415

 4 持分法による投資損失 36,778

 5 その他 101,688

    経常利益 1,155,881

Ⅵ 特別利益 684,692

 1 固定資産売却益 600,105

 2 投資有価証券売却益 58,231

 3 貸倒引当金戻入益 26,355

Ⅶ 特別損失 43,119

 1 固定資産除却損 18,141

 2 固定資産売却損 12,777

 3 ゴルフ会員権評価損 12,201

    税金等調整前四半期純利益 1,797,454

    税金費用 767,043

    少数株主利益 9,670

    四半期純利益 1,020,740
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