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1.  平成25年11月期第1四半期の連結業績（平成24年12月1日～平成25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 ％

25年11月期第1四半期 2,253 △0.8 △17 ― △15 ― △30 ―
24年11月期第1四半期 2,272 0.2 111 ― 109 ― 85 ―

（注）包括利益 25年11月期第1四半期 △30百万円 （―％） 24年11月期第1四半期 85百万円 （―％）

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

25年11月期第1四半期 △1.06 ―
24年11月期第1四半期 2.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年11月期第1四半期 5,868 3,166 54.0
24年11月期 6,071 3,197 52.7
（参考） 自己資本   25年11月期第1四半期  3,166百万円 24年11月期  3,197百万円

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

24年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年11月期 ―
25年11月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月 1日～平成25年11月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 4,600 △5.8 △190 ― △170 ― △210 ― △7.26
通期 9,800 1.9 △410 ― △380 ― △440 ― △15.21



(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  ：  有  
（注） 詳細は、添付資料Ｐ.２「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金
融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※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。業績予想の前提となる条件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、添付資
料２ページ「１．当四半期決算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」をご覧下さい。 

※  注記事項

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） 25年11月期1Q 28,952,000 株 24年11月期 28,952,000 株
② 期末自己株式数 25年11月期1Q 17,977 株 24年11月期 17,725 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期1Q 28,934,065 株 24年11月期1Q 28,934,275 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社の第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同期並みの22億53百万円（前年同期比0.8％減）となりました。グ

ローバル調達によるコスト低減及び円安が進む中での円建取引によるコストの抑制に加えて直営店の販売比率が増加

したため前年より利益率が1.1％改善しました。しかしながら、本年度からロイヤリティの支払免除が解除されたた

め返品調整引当金戻入前の売上総利益は１億82百万円減少の10億83百万円（前年同期比14.4％減）となりました。 

 販売費及び一般管理費については、前年同期と比較して２月末にモデルチェンジした主力商品「501」の発売のた

め広告宣伝費がやや増加したものの組織合理化による人件費の削減効果及び前年第３四半期に行った平塚配送センタ

ーの固定資産の減損処理により減価償却費が減少したため１億33百万円減少の11億１百万円（前年同期比10.8％減）

となりました。 

 この結果、営業損益、経常損益は、それぞれ17百万円の営業損失、15百万円の経常損失となり、 終損益は30百万

円の四半期純損失となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて２億３百万円減少し、58億68百万円と

なりました。これは、主に現金及び預金が１億22百万円、商品及び製品が１億27百万円増加しましたが、売掛金が３

億74百万円、未収入金が１億２百万円減少したことによるものです。 

 （負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて１億72百万円減少し、27億２百万円とな

りました。これは、主に買掛金が３億22百万円減少し、未払金が２億38百万円増加したことによるものです。 

 （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて30百万円減少し、31億66百万円となり

ました。これは、四半期純損失により利益剰余金が減少したことによるものです。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成25年１月18日の「平成24年11月期 決算短信」にて公表いたしました業績予

想と比較しまして、第２四半期連結累計期間及び通期で営業損益、経常損益並びに当期純損益の改善が見込まれる

見通しですので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25年４月11日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

   

（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 

（税金費用）  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。   

   

（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。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,776 2,899

売掛金 1,061 687

商品及び製品 1,231 1,359

その他 397 331

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 5,465 5,276

固定資産   

有形固定資産 392 378

無形固定資産 14 14

投資その他の資産   

敷金及び保証金 197 197

その他 1 1

投資その他の資産合計 198 198

固定資産合計 605 591

資産合計 6,071 5,868

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,405 1,082

未払金 354 592

未払法人税等 64 22

返品調整引当金 334 333

資産除去債務 － 29

その他 388 346

流動負債合計 2,547 2,406

固定負債   

退職給付引当金 170 168

資産除去債務 145 115

その他 11 11

固定負債合計 326 295

負債合計 2,874 2,702

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 △3,537 △3,567

自己株式 △20 △20

株主資本合計 3,197 3,166

純資産合計 3,197 3,166

負債純資産合計 6,071 5,868
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 2,272 2,253

売上原価 1,006 973

その他 － 196

売上総利益 1,265 1,083

返品調整引当金戻入額 81 0

差引売上総利益 1,347 1,084

販売費及び一般管理費 1,235 1,101

営業利益又は営業損失（△） 111 △17

営業外収益   

受取利息 0 0

受取手数料 9 14

償却債権取立益 － 5

雑収入 0 3

営業外収益合計 10 23

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 13 21

営業外費用合計 13 21

経常利益又は経常損失（△） 109 △15

特別損失   

固定資産除売却損 0 －

特別損失合計 0 －

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 △15

法人税等 23 15

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

85 △30

四半期純利益又は四半期純損失（△） 85 △30
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

85 △30

四半期包括利益 85 △30

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 85 △30
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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。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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