
  

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 

  

２．配当の状況 

  

当社は、平成25年６月１日を効力発生日として１株につき100株の割合で株式分割を実施する予定であるため、25年11月期(予想)の期末の１株当

たり配当金については、株式分割を考慮した金額を記載しております。 

株式分割を考慮しない場合の25年11月期(予想)の期末の１株当たり配当金は750円となります。 
  

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） 

  

平成25年11月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式分割の影響を考慮しております。詳細については、「業績予想

の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。  

  

    

平成25年11月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成25年４月12日

上場会社名 株式会社キャンドゥ 上場取引所  東

コード番号 2698 ＵＲＬ  http://www.cando-web.co.jp 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）城戸 一弥 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 管理本部 管理部 部長 （氏名）古山 利之 ＴＥＬ  03（5331）5124 

四半期報告書提出予定日 平成25年４月12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： 有 ・ 無    

四半期決算説明会開催の有無      ： 有 ・ 無 （機関投資家・アナリスト向け） 

  （百万円未満切捨て）

（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  15,591  △2.9  570  △37.2  643  △32.7  318  △22.5

24年11月期第１四半期  16,055  0.9  907  51.7  957  57.4  411  288.6

（注）包括利益 25年11月期第１四半期 309百万円 （ ％） △24.3   24年11月期第１四半期 409百万円 （ ％） 280.2

  
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 

25年11月期第１四半期  1,994.17  1,977.36

24年11月期第１四半期  2,495.73  －

  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 

25年11月期第１四半期  21,320  9,817  45.8  61,138.55

24年11月期  23,644  9,627  40.5  59,949.27

（参考）自己資本 25年11月期第１四半期 9,764百万円   24年11月期 9,574百万円 

  
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  －  750.00  －  750.00  1,500.00

25年11月期  －         
25年11月期（予想）    750.00  －  7.50  757.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有 ・無 

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  32,460  0.9  1,257  △15.0  1,324  △14.6  619  △5.3  38.79

通期  64,046  2.2  2,363  8.3  2,498  7.1  1,034  14.3  64.79

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 ・無 



※  注記事項 

新規 －社  （社名）                      除外 －社  （社名）  

  

（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は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意）  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

  

（株式分割について） 

 当社は、平成25年1月22日に、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年６月１日を効力発生日と

して、普通株式１株を100株に分割し、単元株式数を100株とすることとしております。 

これに伴い、株式分割考慮前に換算した平成25年11月期の連結業績予想は以下のとおりであります。 

・１株当たり当期純利益（株式分割考慮前） 

 第２四半期（累計） 3,879円13銭 

 通期        6,479円22銭 

（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）： 有 ・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 ・無 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有 ・無 

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 有 ・無 

③  会計上の見積りの変更                        ： 有 ・無 

④  修正再表示                                  ： 有 ・無 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年11月期１Ｑ 167,702株 24年11月期 167,702株 

②  期末自己株式数 25年11月期１Ｑ 7,993株 24年11月期 7,993株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期１Ｑ 159,709株 24年11月期１Ｑ 164,709株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に弱さが残るものの下げ止まりを見せ、輸出環境の改善や

経済対策、金融政策の効果などの期待感の高まりを背景とした明るい兆しも見え始めました。 

 小売業界におきましては、お客様の節約志向の長期化に伴う競争の激化も相まって、依然として厳しい事業環境が

続いております。 

 このような環境の中、当社グループは、当期を『第二の創業期』と位置づけ、企業理念を再定義し、ブランドロ

ゴ、ブランドスローガンを定め、これを発信することにより、当社の『変化』の浸透を図るための施策を開始いたし

ました。 

  また、新規出店のみならず、リニューアル時の店舗においても、この新たなブランドイメージの反映・展開を図っ

ております。 

  しかしながら、売上高では、上記ブランディングやPOS運用等の実施施策は、奏効するまでに一定の期間を要する

性質のものであること、また、販売管理費においては、電気料金の大幅な値上げやブランディング構築に係る投資が

先行したことなどから、当第１四半期連結累計期間は前年同期の水準に届きませんでした。 

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高155億91百万円（前年同期比97.1％）、営業利益５億70百

万円（前年同期比62.8％）、経常利益６億43百万円（前年同期比67.3％）、四半期純利益３億18百万円（前年同期比

77.5％）となりました。売上高の構成は、直営店売上高137億24百万円（構成比率88.0％、前年同期比96.9％）、Ｆ

Ｃ店売上高17億37百万円（構成比率11.2％、前年同期比96.1％）、その他売上高１億28百万円（構成比率0.8％、前

年同期比159.9％）であります。なお、当第１四半期連結累計期間における出店は15店舗、退店は７店舗であり、当

第１四半期連結会計期間末の店舗数は835店舗となっております。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は213億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億23百万円減少いたし

ました。その主な要因といたしましては、「現金及び預金」が17億47百万円の減少、「未収入金」が３億58百万円減

少したことが挙げられます。 

負債合計は115億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億13百万円減少いたしました。その主な要因といた

しましては、「支払手形及び買掛金」が20億10百万円の減少、また「1年内返済予定の長期借入金」が２億27百万円

減少したことが挙げられます。 

 純資産合計は98億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億89百万円増加し、自己資本比率は45.8％となりま

した。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年11月期の業績予想につきましては、第１四半期における業績が概ね計画通り推移しているため、現時点で

は平成25年１月15日に発表いたしました予想から変更はありません。 

  

  

（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利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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

   

（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。 

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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 5,490,361 3,743,137 

受取手形及び売掛金 403,075 303,422 

商品 5,450,933 5,240,887 

未収入金 1,586,529 1,227,855 

その他 559,999 616,881 

貸倒引当金 △15,051 △11,710 

流動資産合計 13,475,847 11,120,473 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,358,254 3,408,026 

その他（純額） 1,281,232 1,261,578 

有形固定資産合計 4,639,486 4,669,604 

無形固定資産 98,841 99,772 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,407,131 4,424,130 

その他 1,077,516 1,062,460 

貸倒引当金 △28,644 △29,911 

投資損失引当金 △26,000 △26,000 

投資その他の資産合計 5,430,003 5,430,679 

固定資産合計 10,168,331 10,200,055 

資産合計 23,644,179 21,320,529 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,005,482 5,995,363 

1年内返済予定の長期借入金 797,416 570,016 

未払法人税等 454,347 307,851 

賞与引当金 － 105,912 

資産除去債務 4,359 16,553 

その他 1,442,814 1,308,025 

流動負債合計 10,704,419 8,303,723 

固定負債   

長期借入金 779,712 663,408 

退職給付引当金 808,097 836,935 

資産除去債務 870,517 862,151 

負ののれん 552,248 542,727 

その他 301,800 294,350 

固定負債合計 3,312,375 3,199,571 

負債合計 14,016,795 11,503,295 



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,028,304 3,028,304 

資本剰余金 3,065,674 3,065,674 

利益剰余金 4,295,897 4,494,602 

自己株式 △783,517 △783,517 

株主資本合計 9,606,358 9,805,063 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,524 △2,350 

為替換算調整勘定 △27,396 △38,335 

その他の包括利益累計額合計 △31,921 △40,686 

新株予約権 52,946 52,858 

純資産合計 9,627,384 9,817,234 

負債純資産合計 23,644,179 21,320,529 



（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：千円）

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 16,055,365 15,591,663 

売上原価 10,065,285 9,783,539 

売上総利益 5,990,079 5,808,124 

販売費及び一般管理費 5,082,664 5,238,013 

営業利益 907,415 570,110 

営業外収益   

受取事務手数料 20,928 21,146 

為替差益 7,393 19,938 

負ののれん償却額 9,521 9,521 

その他 20,963 26,433 

営業外収益合計 58,807 77,040 

営業外費用   

支払利息 7,575 2,655 

雑損失 1,238 607 

その他 303 － 

営業外費用合計 9,118 3,263 

経常利益 957,104 643,887 

特別損失   

固定資産除却損 15,134 33,956 

減損損失 29,865 8,384 

特別損失合計 45,000 42,340 

税金等調整前四半期純利益 912,103 601,547 

法人税等 501,035 283,061 

少数株主損益調整前四半期純利益 411,068 318,486 

四半期純利益 411,068 318,486 



（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：千円）

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 411,068 318,486 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,565 2,173 

繰延ヘッジ損益 1,298 － 

為替換算調整勘定 △4,732 △10,939 

その他の包括利益合計 △1,868 △8,765 

四半期包括利益 409,200 309,720 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 409,200 309,720 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

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）及び当第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） 

 当社グループは、日用雑貨及び加工食品の小売店舗チェーン展開を主たる目的とした単一事業であるため、セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

   

   

（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）セグメント情報等
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