
 
 
           

平成 22 年 2 月 26 日 

各   位 

 

会 社 名 株 式 会 社  キ ャ ン ド ゥ

代 表 者 名 代表取締役社長 城 戸 博 司

 （コード番号：2698 東証第一部）

問 合 せ 先 管 理 部 次 長 古 山 利 之

電 話 番 号 03-5944-4112 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 21 年 11 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 22 年 1月 13 日付けで発表いたしました「平成 21 年 11 月期 決算短信」の記載内容について、一部記載

の誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線で表示しております。また、訂正後の

数値データについてもお送りいたします。 

 

記 

 

（ 訂正箇所 ） 

１頁 

１． 21 年 11 月期の連結業績（平成 20 年 12 月 1 日～平成 21 年 11 月 30 日） 

 （2） 連結財政状態 

（ 訂正前 ） 

        （参考） 自己資本   21 年 11 月期 8,175 百万円   20 年 11 月期 8,453 百万円 

（ 訂正後 ） 

（参考） 自己資本   21 年 11 月期 8,154 百万円   20 年 11 月期 8,453 百万円 

 

２頁 

１． 21 年 11 月期の個別業績（平成 20 年 12 月 1 日～平成 21 年 11 月 30 日） 

 （2） 個別財政状態 

（ 訂正前 ） 

        （参考） 自己資本   21 年 11 月期 8,823 百万円   20 年 11 月期 9,238 百万円 

（ 訂正後 ） 

（参考） 自己資本   21 年 11 月期 8,825 百万円   20 年 11 月期 9,238 百万円 

 

 

 

 



7 頁 

４． 連結財務諸表 

（1） 連結貸借対照表 

（ 訂正前 ） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (平成 20 年 11 月 30 日) (平成 21 年 11 月 30 日) 

資産の部   

 流動資産   

(省略)   

その他 210,530 220,896

貸倒引当金 △2,562 △1,653

流動資産合計 14,985,789 10,355,669

(省略)   

投資その他の資産   

   投資有価証券 151,665 159,200

   長期貸付金 1,743 55,659

(省略)   

   投資その他の資産合計 5,206,489 6,150,978

  固定資産合計 10,144,927 11,366,554

資産合計 25,130,716 21,722,224

（ 訂正後 ） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (平成 20 年 11 月 30 日) (平成 21 年 11 月 30 日) 

資産の部   

 流動資産   

(省略)   

その他 210,530 275,808

貸倒引当金 △2,562 △1,653

流動資産合計 14,985,789 10,410,581

(省略)   

投資その他の資産   

   投資有価証券 151,665 159,200

   長期貸付金 1,743 747

(省略)   

   投資その他の資産合計 5,206,489 6,096,066

  固定資産合計 10,144,927 11,311,642

資産合計 25,130,716 21,722,224

 

9 頁 

４． 連結財務諸表 

（2） 連結損益計算書 

（ 訂正前 ） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 19 年 12 月１日 （自 平成 20 年 12 月１日

 至 平成20年 11月 30日) 至 平成21年 11月 30日)

(省略)   

営業外収益   

受取利息 17,008 3,401

(省略) 

営業外収益合計 193,540 134,652

営業外費用   

支払利息 5,784 34,839

為替差損 10,553 17,675

(省略)   

営業外費用合計 85,624 87,482

経常利益 423,697 848,850

 



（ 訂正後 ） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 19 年 12 月１日 （自 平成 20 年 12 月１日

 至 平成20年 11月 30日) 至 平成21年 11月 30日)

(省略)   

営業外収益   

受取利息 17,008 3,399

(省略) 

営業外収益合計 193,540 134,650

営業外費用   

支払利息 5,784 34,839

為替差損 10,553 17,673

(省略)   

営業外費用合計 85,624 87,480

経常利益 423,697 848,850

 

13 頁 

４． 連結財務諸表 

（4） 連結キャッシュ・フロー計算書 

（ 訂正前 ） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 19 年 12 月１日 （自 平成 20 年 12 月１日

 至 平成20年 11月 30日) 至 平成21年 11月 30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

(省略)   

受取利息及び受取配当金 △17,535 △3,813

(省略) 

小計 5,845,297 △1,451,232

利息及び配当金の受取額 10,858 824

(省略)   

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,823,724 △2,119,877

（ 訂正後 ） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 19 年 12 月１日 （自 平成 20 年 12 月１日

 至 平成20年 11月 30日) 至 平成21年 11月 30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

(省略)   

受取利息及び受取配当金 △17,535 △3,811

(省略) 

小計 5,845,297 △1,451,230

利息及び配当金の受取額 10,858 822

(省略)   

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,823,724 △2,119,877

 

29 頁 

４．連結財務諸表 

注記事項 

（デリバティブ取引関係） 

２． 取引の時価等に関する事項 

 

 

 

 



（ 訂正前 ） 

当連結会計年度（平成 21 年 11 月 30 日） 

区分 種類 
契約額等（千

円） 

契約額等の内

１年超 

（千円） 

時価（千円） 評価損益（千

円） 

通貨スワップ取引 

 米ドル － －

 

－ 

 

－ 

通貨オプション取引     

売建     

 プット     

  米ドル 
378,892

（－）

280,051

（－）
△71,889 △7,929 

買建     

 コール     

市場取

引以外

の取引 

  米ドル 360,492 266,451 9,779 △9,876 

合計 

(省略) 

739,385 546,502 △62,109 △17,804 

（ 訂正後 ） 

当連結会計年度（平成 21 年 11 月 30 日） 

区分 種類 
契約額等（千

円） 

契約額等の内

１年超 

（千円） 

時価（千円） 評価損益（千

円） 

通貨スワップ取引 

 米ドル － －

 

－ 

 

－ 

通貨オプション取引     

売建     

 プット     

  米ドル 
378,892

（－）

280,051

（－）
△71,889 △71,889 

買建     

 コール     

市場取

引以外

の取引 

  米ドル 360,492 266,451 9,779 9,779 

合計 

(省略) 

739,385 546,502 △62,109 △62,109 

 

33 頁 

 （税効果会計関係） 

（ 訂正前 ） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 前連結会計年度 

(平成 20 年 11 月 30 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 21 年 11 月 30 日現在) 

（省略） 

法定実効税率 40.7 ％ 40.7 ％

 （調整）     

 交際費等永久に損金に参入されない項目 8.5  7.8  

 住民税均等割額 33.5  30.0  

 赤字子会社による税率差異 18.0  －  

 評価性引当金額の増減 2.1  1.7  

 連結子会社との税率差異 1.3  1.1  

 負ののれん償却額 △5.2  △2.4  

 関係会社整理益 △16.8  －  

 その他 △0.0  0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 82.1 ％ 79.0 ％

 

   

 

 

 



（ 訂正後 ） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 前連結会計年度 

(平成 20 年 11 月 30 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 21 年 11 月 30 日現在) 

（省略） 

法定実効税率 40.7 ％ 40.7 ％

 （調整）     

 交際費等永久に損金に参入されない項目 8.5  7.8  

 住民税均等割額 33.5  29.7  

 赤字子会社による税率差異 18.0  －  

 評価性引当金額の増減 2.1  1.7  

 連結子会社との税率差異 1.3  1.1  

 負ののれん償却額 △5.2  △2.4  

 関係会社整理益 △16.8  －  

 その他 △0.0  0.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 82.1 ％ 78.6 ％

 

40 頁 

５． 個別財務諸表 

（1） 貸借対照表 

（ 訂正前 ） 

 前事業年度 当事業年度 

 (平成 20年 11月 30日) (平成 21年 11月 30日)

負債の部   

 流動負債   

(省略)   

リース債務 － 836,661

(省略) 

流動負債合計 14,490,253 11,684,348

固定負債   

  長期借入金 838,200 597,000

   退職給付引当金 275,879 333,779

   預り保証金 287,100 282,400

   固定負債合計 1,401,179 1,213,179

負債合計 15,891,432 12,897,527

（ 訂正後 ） 

 前事業年度 当事業年度 

 (平成 20年 11月 30日) (平成 21年 11月 30日)

負債の部   

 流動負債   

(省略)   

リース債務 － 61,743

(省略) 

流動負債合計 14,490,253 10,909,430

固定負債   

  長期借入金 838,200 597,000

   リース債務 － 774,917

   退職給付引当金 275,879 333,779

   預り保証金 287,100 282,400

   固定負債合計 1,401,179 1,988,097

負債合計 15,891,432 12,897,527

 

 

 

 

 



52 頁 

５．個別財務諸表 

注記事項 

（損益計算書関係） 

 

（ 訂正前 ） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年 12 月１日 （自 平成 20 年 12 月１日 

至 平成 20 年 11 月 30 日) 至 平成 21 年 11 月 30 日) 

（省略） （省略） 

※２．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて 

おります。 

    関係会社からの受取利息      48,834 千円 

    関係会社からの管理業務受託料  46,972 千円 

    関係会社からの債権受託益     60,775 千円 

※２．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて 

おります。 

    関係会社からの受取利息      15,070 千円 

（省略） （省略） 

 

（ 訂正後 ） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年 12 月１日 （自 平成 20 年 12 月１日 

至 平成 20 年 11 月 30 日) 至 平成 21 年 11 月 30 日) 

（省略） （省略） 

※２．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて 

おります。 

    関係会社からの受取利息      48,834 千円 

    関係会社からの管理業務受託料  46,972 千円 

    関係会社からの債権受託益     60,775 千円 

※２．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて 

おります 

    関係会社からの受取利息      15,072 千円 

（省略） （省略） 

 

 

 

 

 

以 上 



平成21年11月期 決算短信 
平成22年1月13日

（百万円未満切捨て）

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） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 城戸 博司

問合せ先責任者 （役職名） 管理部次長 （氏名） 古山 利之 TEL 03-5944-4112
定時株主総会開催予定日 平成22年2月24日 配当支払開始予定日 平成22年2月25日

有価証券報告書提出予定日 平成22年2月25日

1.  21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 62,816 △0.7 801 153.9 848 100.3 138 39.1
20年11月期 63,248 △4.9 315 △60.9 423 △55.3 99 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年11月期 882.25 ― 1.7 3.6 1.3
20年11月期 624.60 582.42 1.2 1.8 0.5

（参考） 持分法投資損益 21年11月期  ―百万円 20年11月期  ―百万円

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 21,722 8,154 37.5 52,200.89
20年11月期 25,130 8,453 33.6 53,098.81

（参考） 自己資本  21年11月期  8,154百万円 20年11月期  8,453百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年11月期 △2,119 △1,389 169 867
20年11月期 5,823 △799 △2,721 4,223

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年11月期 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00 159 113.6 1.9
21年11月期 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00 156 113.3 1.9

22年11月期 
（予想）

― 500.00 ― 500.00 1,000.00 31.3

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

34,623 7.1 796 38.7 839 35.5 357 112.5 2,291.35

通期 68,292 8.7 1,270 58.5 1,360 60.3 522 278.1 3,347.58



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）  有  

（注）詳細は、 ５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、 20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社ル・プリュ ）

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 159,202株 20年11月期 159,202株

② 期末自己株式数 21年11月期 2,993株 20年11月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 62,323 2.5 829 82.2 856 29.4 15 △84.5

20年11月期 60,819 △6.3 455 △56.1 662 △47.9 100 △139.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年11月期 98.95 ―

20年11月期 630.01 587.41

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 21,722 8,825 40.6 56,497.06
20年11月期 25,130 9,238 36.8 58,032.32

（参考） 自己資本 21年11月期  8,825百万円 20年11月期  9,238百万円

2.  22年11月期の個別業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

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 
累計期間

34,553 8.4 803 34.7 828 29.9 346 79.0 2,216.83

通期 68,150 9.3 1,283 54.7 1,336 56.0 499 3,117.5 3,194.85
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