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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第７期

第３四半期連結
累計期間

第８期
第３四半期連結
累計期間

第７期
第３四半期連結
会計期間

第８期
第３四半期連結
会計期間

第７期

会計期間

自  2010年
     ３月１日
至  2010年
     11月30日

自  2011年
     ３月１日
至  2011年
     11月30日

自  2010年
     ９月１日
至  2010年
     11月30日

自  2011年
     ９月１日
至  2011年
     11月30日

自  2010年
     ３月１日
至  2011年
     ２月28日

売上高 (百万円) 53,453 53,678 20,253 20,686 73,254

経常利益 (百万円) 1,471 774 3,127 2,931 114

四半期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) 1,366 114 3,083 2,878 △1,131

純資産額 (百万円) ― ― 25,906 22,885 23,149

総資産額 (百万円) ― ― 46,510 42,856 39,735

１株当たり純資産額 (円) ― ― 318.21 282.12 284.97

１株当たり四半期純利
益金額又は当期純損失
金額（△）

(円) 21.31 1.41 38.17 35.62 △16.64

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 55.3 53.2 57.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,837 △3,614 ― ― △222

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △707 △1,168 ― ― 935

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,452 △14 ― ― 2,202

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 10,566 7,759 12,570

従業員数 (名) ― ― 1,502 1,477 1,480

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失が計上されて

いる回次は記載しておりません。また、第７期第３四半期連結累計(会計)期間及び第８期第３四半期連結累計

(会計)期間については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 2011年11月30日現在

従業員数(名)
1,477
(4,307)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 2011年11月30日現在

従業員数(名)
565

(3,804)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

衣服等繊維製品関連事業 3,587 ―

(注) １　金額は、製造原価によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当社グループは、受注による生産は行っておりません。

　
(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

衣服等繊維製品関連事業 20,663 ―

その他の事業 22 ―

合計 20,686 ―

(注) １　「その他の事業」は、保険業務等の売上高であります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間(2011年９月１日から2011年11月30日まで)におけるわが国経済は、東日本

大震災の影響による景気の低迷から緩やかに持ち直す兆しが見られたものの、欧州の財政不安による株

価の低迷や円高等により、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

当アパレル業界におきましても、夏物衣料においてスーパークールビズ関連商品が好調に推移いたし

ましたが、秋口の残暑並びに11月の気温が平年に比べて高かったことの影響等により、全般的には厳しい

商況となりました。
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当社グループでは、基幹ブランドを中心に宣伝販促、新規店の出店並びに売場改装等の投資を積極的に

行い、売上高の拡大に取り組んでまいりました。ショッピングセンター及びＧＭＳ向け販売は順調に推移

いたしましたが、震災による影響及び天候不順等により、売上高は前年同四半期に対して、微増に止まり

ました。また、クリアランス販売の増加に伴う売上利益率の低下及び積極的投資による販売費の増加等に

より営業利益、経常利益並びに四半期純利益は減少いたしました。

この結果、当社グループの当第３四半期連結会計期間の売上高は206億８千６百万円(前年同四半期比

2.1%増)、営業利益は29億６百万円(前年同四半期比5.5%減)、経常利益は29億３千１百万円(前年同四半期

比6.3%減)、四半期純利益は28億７千８百万円(前年同四半期比6.7%減)となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて31億２千万円増加し、428億５千

６百万円となりました。これは、商品及び製品の増加等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて33億８千５百万円増加し、199億７千１百万円となりました。これ

は、支払手形及び買掛金の増加等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて２億６千４百万円減少し、228億８千５百万円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第２四半期連結

会計期間末に比べ９億８千１百万円減少し、77億５千９百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金は、５億９千５百万円の減少（前年同四半期

は６億２千５百万円の減少）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益となりましたが、売上債

権の増加による減少、たな卸資産の増加による減少及び仕入債務の増加などによるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金は、３億６千３百万円の減少（前年同四半期

は６億５百万円の減少）となりました。これは、定期預金の預入による支出などによるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金は、８百万円の減少（前年同四半期は２億３

千４百万円の減少）となりました。これは、短期借入金の返済による支出などによるものであります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

　

(3) 重要な設備計画の完了

　

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
投資額
(百万円)

完了年月

㈱レナウン
本社他
(東京都品川区他)

衣服等繊維製品
関連事業

売場設備改修等 1462011年９月～11月

(注)　上記金額には、消費税等は含んでおりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2011年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2012年1月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 80,947,83480,947,834
　東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であります。

計 80,947,83480,947,834― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2011年11月30日 ― 80,947,834 ― 17,005 ― 5,751

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(2011年８月31日)に基づく株主名簿による記載を

しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 2011年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式）
普通株式　　　　
　　   　152,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

80,283,600
802,836 ―

単元未満株式
普通株式

512,234
― ―

発行済株式総数 80,947,834― ―

総株主の議決権 ― 802,836 ―

(注)  １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株（議決権８個）含　　

　　　　

　　まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が40株含まれております。

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式が次のとおり含まれております。

　　　自己保有株式　株式会社レナウン　　96株

　

② 【自己株式等】

　 　 2011年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社レナウン

東京都品川区西五反田
８丁目８番20号

152,000 ― 152,000 0.19

計 ― 152,000 ― 152,000 0.19

(注)  このほか、株主名簿上は旧株式会社レナウン名義となっていますが、実質的に所有していない株式が当第２四半

期末現在100株あります。

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
2011年
　３月 　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月 　10月 　11月

最高(円) 219 178 164 155 169 203 212 172 164

最低(円) 101 138 143 133 146 124 158 146 140

(注)  株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　　　該当事項はありません。

　
(2) 退任役員

　　　該当事項はありません。

　
(3) 役職の異動

　

役員の氏名 新役職名 旧役職名 異動年月日

神保　佳幸

取締役上席執行役員経営統括本
部長兼管理本部長兼業務推進部
長兼海外事業部長

取締役上席執行役員経営統括本
部長兼管理本部長兼海外事業部
長

2011年８月１日

取締役上席執行役員経営統括本
部長兼管理本部長兼業務推進部
長

取締役上席執行役員経営統括本
部長兼管理本部長兼業務推進部
長兼海外事業部長

2011年９月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年

内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(2010年９月１日から2010年11月30日まで)及び前第３四半期連結累計

期間(2010年３月１日から2010年11月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半

期連結会計期間(2011年９月１日から2011年11月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(2011年３月１

日から2011年11月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(2010年９月１日

から2010年11月30日まで)及び前第３四半期連結累計期間(2010年３月１日から2010年11月30日まで)に係

る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(2011年９月１日から2011年11月30日まで)及び当

第３四半期連結累計期間(2011年３月１日から2011年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、

新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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)

当第３四半期連結会計期間末
(2011年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表

(2011年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 8,720 12,643

受取手形及び売掛金 11,018 7,893

有価証券 145 153

商品及び製品 12,411 6,720

仕掛品 438 580

原材料及び貯蔵品 687 680

繰延税金資産 0 0

その他 1,325 1,565

貸倒引当金 △211 △175

流動資産合計 34,535 30,063

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1
 7,391

※1
 9,318

減価償却累計額 △6,175 △7,691

建物及び構築物（純額） 1,216 1,627

機械装置及び運搬具 1,125 1,192

減価償却累計額 △898 △946

機械装置及び運搬具（純額） 227 246

土地 ※1
 1,116

※1
 1,414

その他 2,607 2,552

減価償却累計額 △2,137 △2,105

その他（純額） 470 446

有形固定資産合計 3,030 3,734

無形固定資産

その他 249 279

無形固定資産合計 249 279

投資その他の資産

投資有価証券 2,031 2,558

差入保証金 2,510 2,500

繰延税金資産 14 14

その他 674 770

貸倒引当金 △190 △185

投資その他の資産合計 5,041 5,658

固定資産合計 8,321 9,672

資産合計 42,856 39,735
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(2011年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表

(2011年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,177 5,925

短期借入金 94 105

未払費用 2,967 3,511

未払法人税等 181 346

繰延税金負債 68 －

返品調整引当金 444 821

賞与引当金 155 95

事業構造改善引当金 56 542

その他 329 396

流動負債合計 14,472 11,743

固定負債

繰延税金負債 76 230

退職給付引当金 4,743 4,493

役員退職慰労引当金 11 10

その他 666 108

固定負債合計 5,498 4,842

負債合計 19,971 16,586

純資産の部

株主資本

資本金 17,005 17,005

資本剰余金 21,791 21,791

利益剰余金 △15,898 △16,012

自己株式 △125 △124

株主資本合計 22,773 22,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 109 335

繰延ヘッジ損益 △117 △106

為替換算調整勘定 29 136

評価・換算差額等合計 20 365

少数株主持分 90 124

純資産合計 22,885 23,149

負債純資産合計 42,856 39,735
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
　至 2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
　至 2011年11月30日)

売上高 53,453 53,678

売上原価 28,411 28,956

売上総利益 25,042 24,721

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,693 3,539

貸倒引当金繰入額 － 58

従業員給料 10,367 10,462

賞与引当金繰入額 201 119

福利厚生費 2,093 2,168

その他 8,211 7,833

販売費及び一般管理費合計 23,567 24,181

営業利益 1,475 539

営業外収益

受取利息 7 10

受取配当金 110 58

受取地代家賃 249 317

その他 132 180

営業外収益合計 500 567

営業外費用

支払利息 37 2

株式交付費 232 －

退職給付費用 100 100

持分法による投資損失 15 34

その他 117 194

営業外費用合計 504 332

経常利益 1,471 774
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
　至 2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
　至 2011年11月30日)

特別利益

投資有価証券売却益 － 44

賞与引当金戻入額 89 －

その他 10 －

特別利益合計 100 44

特別損失

固定資産売却損 － 161

投資有価証券評価損 17 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 197

災害による損失 － ※1
 227

事業撤退損 53 －

移転費用 19 －

その他 － 27

特別損失合計 90 613

税金等調整前四半期純利益 1,481 206

法人税、住民税及び事業税 106 122

法人税等調整額 － 2

法人税等合計 106 125

少数株主損益調整前四半期純利益 － 81

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △32

四半期純利益 1,366 114
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　【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 2010年９月１日
　至 2010年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 2011年９月１日
　至 2011年11月30日)

売上高 20,253 20,686

売上原価 9,362 9,664

売上総利益 10,890 11,022

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 911 1,243

貸倒引当金繰入額 － 38

従業員給料 3,310 3,400

賞与引当金繰入額 124 39

福利厚生費 660 726

その他 2,808 2,666

販売費及び一般管理費合計 7,815 8,115

営業利益 3,075 2,906

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 14 20

受取地代家賃 81 81

その他 42 55

営業外収益合計 139 159

営業外費用

支払利息 11 0

固定資産除却損 － 32

退職給付費用 33 33

持分法による投資損失 5 24

その他 36 43

営業外費用合計 87 135

経常利益 3,127 2,931

特別利益

投資有価証券売却益 － 44

事業撤退損戻入益 8 －

特別利益合計 8 44

特別損失

固定資産売却損 － 7

投資有価証券評価損 16 －

災害による損失 － 0

移転費用 1 －

特別損失合計 17 7

税金等調整前四半期純利益 3,118 2,968

法人税、住民税及び事業税 26 78

法人税等調整額 1 4

法人税等合計 28 83

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,885

少数株主利益 6 6

四半期純利益 3,083 2,878
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
　至 2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
　至 2011年11月30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 1,481 206

減価償却費 410 469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △76 40

受取利息及び受取配当金 △118 △69

支払利息 37 2

固定資産売却損益（△は益） － 161

固定資産除却損 32 42

株式交付費 232 －

持分法による投資損益（△は益） 15 34

投資有価証券売却損益（△は益） － △44

投資有価証券評価損益（△は益） 17 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 197

賞与引当金の増減額（△は減少） 163 59

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △571 △486

退職給付引当金の増減額（△は減少） 252 253

売上債権の増減額（△は増加） △2,290 △3,139

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,587 △5,560

仕入債務の増減額（△は減少） 2,469 4,268

その他の流動資産の増減額（△は増加） 223 389

その他の流動負債の増減額（△は減少） △684 △169

その他 191 △157

小計 △1,799 △3,500

利息及び配当金の受取額 127 72

利息の支払額 △37 △2

法人税等の支払額 △128 △184

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,837 △3,614

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 △507 △1,522

定期預金の払戻による収入 56 631

有形固定資産の取得による支出 △239 △460

有形固定資産の売却による収入 13 594

投資有価証券の取得による支出 － △5

投資有価証券の売却による収入 － 165

出資金の払込による支出 － △105

事業譲渡による支出 － △485

貸付けによる支出 △134 △105

貸付金の回収による収入 125 105

その他 △21 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △707 △1,168
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
　至 2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
　至 2011年11月30日)

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） △24 △11

長期借入金の返済による支出 △288 －

株式の発行による収入 3,767 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

リース債務の返済による支出 △0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,452 △14

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 866 △4,810

現金及び現金同等物の期首残高 9,700 12,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 10,566

※1
 7,759
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【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】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自  2011年３月１日  至  2011年11月30日)

１．持分法の適用に関する事項

の変更

持分法適用関連会社

(1) 持分法適用関連会社の変更

第２四半期連結会計期間より、北京瑞納如意時尚商貿有限公司を新たに

設立したことから、持分法の適用の範囲に含めております。

(2) 変更後の持分法適用関連会社の数

４社

２．会計処理基準に関する事項

の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準第18号　2008年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　2008年３月31日）を適用してお

ります。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は23百万円、経常利益

は25百万円及び税金等調整前四半期純利益は222百万円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は79百万円であ

ります。

　

【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　2011年３月１日　至　2011年11月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　2008年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2009年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
(自　2011年９月１日　至　2011年11月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　2008年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2009年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２　前第３四半期連結会計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」

（前第３四半期連結会計期間０百万円）は、当第３四半期連結会計期間において営業外費用総額の100分の20を

超えることとなったため、当第３四半期連結会計期間より独立掲記しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末

(2011年11月30日)
前連結会計年度末
(2011年２月28日)

※１　担保提供資産

担保に供されている資産について、事業の運営に

おいて重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動がみとめられるもの

現金及び預金 650百万円

建物及び構築物 465百万円

土地 853百万円

※１　担保提供資産

 

 

　 　

建物及び構築物 976百万円

土地 1,151百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自  2010年３月１日
至  2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  2011年３月１日
至  2011年11月30日)

―――――――― ※１　災害による損失

東日本大震災により被災した資産の修繕に係る費

用、営業休止期間中の固定費等であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自　2010年３月１日
至　2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2011年３月１日
至　2011年11月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(2010年11月30日現在)

現金及び預金勘定 10,818百万円

有価証券  859百万円

計 11,677百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △950百万円

MMF及びCP以外の有価証券 △159百万円

現金及び現金同等物 10,566百万円

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(2011年11月30日現在)

現金及び預金勘定 8,720百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △960百万円

現金及び現金同等物 7,759百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(2011年11月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自  2011年３月１日  至 

2011年11月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 80,947,834

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 152,825

　

３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

該当事項はありません。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　2010年９月１日　至　2010年11月30日）

「衣服等繊維製品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

　

前第３四半期連結累計期間（自　2010年３月１日　至　2010年11月30日）

「衣服等繊維製品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　2010年９月１日　至　2010年11月30日）

全セグメントの売上高の合計額に占める本国の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。

　

前第３四半期連結累計期間（自　2010年３月１日　至　2010年11月30日）

全セグメントの売上高の合計額に占める本国の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　2010年９月１日　至　2010年11月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　

前第３四半期連結累計期間（自　2010年３月１日　至　2010年11月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

当社グループは、衣服等繊維製品関連事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業について

は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 

2009年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  2008年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

当第３四半期連結会計期間末（2011年11月30日）

現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金並びに未払費用が、企業集団の事業の運営に

おいて重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1)現金及び預金 8,720 8,720 ―

(2)受取手形及び売掛金 11,018 11,018 ―

(3)支払手形及び買掛金 10,177 10,177 ―

(4)未払費用 2,967 2,967 ―

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)支払手形及び買掛金、並びに(4)未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(2011年11月30日)

前連結会計年度末
(2011年２月28日)

　 　
　 282円12銭
　

　 　
　 284円97銭
　

　
２  １株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間
　

前第３四半期連結累計期間
(自　2010年３月１日
至　2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2011年３月１日
至　2011年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 21円31銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 1円41銭

同左

(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　2010年３月１日
至　2010年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2011年３月１日
至　2011年11月30日)

四半期純利益(百万円) 1,366 114

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,366 114

普通株式の期中平均株式数(株) 64,135,809 80,796,252

　
第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自　2010年９月１日
至　2010年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　2011年９月１日
至　2011年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 38円17銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 35円62銭

同左

(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　2010年９月１日
至　2010年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　2011年９月１日
至　2011年11月30日)

四半期純利益(百万円) 3,083 2,878

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,083 2,878

普通株式の期中平均株式数(株) 80,800,450 80,795,499
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年１月14日

株式会社レナウン

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    坂    　    隆    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐    藤    　    晶    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社レナウンの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成22年９月１日から平成22年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年３月１日から平成22年11

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社レナウン及び連結子会社の平成22年

11月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が、すべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年12月21日開催の取締役会において、連結子会社で

ある株式会社REDUロジスティクスが行っている物流事業を事業譲渡することを決議し、同日付けで譲渡契約

を締結した。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
2012年１月13日

株式会社レナウン

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　長　　坂　　　　　隆　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　藤　　　　　晶　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　安　　永　　千　　尋　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社レナウンの2011年３月１日から2012年２月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2011年

９月１日から2011年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2011年３月１日から2011年11月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社レナウン及び連結子会社の2011年11

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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