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平成１８年６月期  中間決算短信（連結） 

 
平成１８年３月２４日 

上場会社名  株式会社アルペン                                上場取引所 東・名 
コード番号  3028                                                本社所在都道府県  愛知県 

（ＵＲＬ http://www.alpen-group.jp/） 

代表者      役職名 代表取締役社長       氏名  水野 泰三 

問合せ先責任者  役職名 専務取締役管理本部長  氏名  安藤 勝英                    ＴＥＬ（052）583－6320 

中間決算取締役会開催日   平成18年2月8日  

米国会計基準採用の有無   無 

 １．１７年１２月中間期の連結業績（平成１７年７月１日～平成１７年１２月３１日） 

 （１）連結経営成績              (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

平成17年12月中間期 82,097 12.0 4,620 319.5 5,903 543.7 

平成16年12月中間期 73,284 ― 1,101 ― 917 ― 

   平成17年 6月期 161,227 ― 8,620 ― 9,438 ― 

  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円 ％            円 銭            円 銭 

平成17年12月中間期 3,560 897.7 113.08 ― 

平成16年12月中間期 356 ― 70.70 ― 

   平成17年 6月期 5,061 ― 995.12 ― 

(注)１．持分法投資損益     平成17年12月中間期  ―百万円   平成16年12月中間期  ―百万円  平成17年 6月期  ―百万円 

    ２．期中平均株式数（連結）平成17年12月中間期  31,488,000株 平成16年12月中間期  5,048,000株平成17年 6月期  5,055,671株 

    ３．会計処理方法の変更       有 

   ４．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率   

 （２）連結財政状態                   (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％         円 銭

平成17年12月中間期 147,260 42,678 29.0 1,355.38

平成16年12月中間期 145,946 32,592 22.3 6,456.48

   平成17年 6月期 135,292 39,181 29.0 7,460.35

(注)期末発行済株式数(連結) 平成17年12月中間期 31,488,000株 平成16年12月中間期 5,048,000株  平成17年 6月期  5,248,000株 

 （３）連結キャッシュ・フローの状況                      (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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

平成17年12月中間期 2,459 △4,479 3,410 11,168

平成16年12月中間期 3,745 △3,460 5,061 18,122

   平成17年 6月期 11,074 △6,784 △7,370 9,742

 
 （４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数      ９社    持分法適用非連結子会社    ― 社   持分法適用関連会社数    ― 社 

 

 （５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結（新規）     ―社  （除外）    ― 社      持分法（新規）    ― 社   （除外）    ― 社 

 

 ２．１８年６月期の連結業績予想（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 176,057 13,021 7,355 

  (参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  186円25銭 

   (注) １株当たり予想当期純利益(通期)は、公募株式数(8,000,000株)を含めた期末予定発行済株式数 39,488,000株により算出しております。 

      

     ※業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれら

の予想数値と異なる場合があります。 
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 １．企業集団の状況 
 

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社アルペン）および子会社10社により構成され

ており、スポーツ用品の販売及び製造を主たる業務としております。 

当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（注） 無印 連結子会社 

  ※1 非連結子会社で持分法非適用子会社 

  ※2 以下の会社の業務は次の通りです 

    1 株式会社アルペントラベル企画     

旅行業法に基づく旅行業及び生命保険、損害保険代理店業 

    2 株式会社コーワゴルフ開発       

ゴルフ場の開発、運営 

    3 株式会社ロイヤルヒルズ        

ゴルフ場及びスキー場の経営 

顧客 

株式会社キスマークジャパン 

※2 

株式会社アルペントラベル企画 

株式会社コーワゴルフ開発 

株式会社ロイヤルヒルズ 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

株式会社ジャパーナ 

無錫ジャパーナ体育用品有限公司 

株式会社ゴルフプランナー 株式会社北海道アルペン 

※1.株式会社エス・エー・ピー 株式会社スポーツロジスティックス 

アルペングループ外の仕入先 

  

  

 
 

 

物流業務の提供 

商品の提供

製品の提供

業務委託 

製品の提供

製品の提供

販売及びスポーツ

関連施設の提供 

物件情報の提供及び転貸業務委託

  

 

製品の提供

販売 

仕入 
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 ２．経営方針 
  

（１）経営の基本方針 

当社は、人々のスポーツ・レジャーを通じた健康で豊かな生活が実現できるように、常にお客様の立場に立っ

てお客様の求める商品・サービスを提供し続けることによって、長期的価値を創造し、信頼性の高い企業運営

によって社会に貢献し、従業員の生活も豊かになる経営を実践できるよう努めてまいります。 

 

  （２）利益配分に関する基本方針 

 当社は、消費者の健康で豊かな生活の実現に貢献することを通じて、将来にわたっての企業体質の充実と事業

展開の拡大をはかり、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を基本方針としております。 

配当については、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本とし、業績の進捗状況に応じて配当性向を勘

案のうえ、株主に対し積極的な利益還元を行う方針であります。 

 内部留保資金については、今後予想される小売業界内における競争の激化に対処すべく、経営基盤の更なる充

実・強化のため有効投資に活用する方針であります。 

 

  （３）目標とする経営指標 

長期的なビジョンとして、デザイン力・ブランド力の強化を行い、国内スポーツ用品市場全カテゴリーにおけ

るシェアＮＯ.１により、売上高2,000億円超と売上高営業利益率10％の持続的な実現を目指してまいります。 

 

 （４）中長期的な経営戦略 

スポーツ用品国内市場が年々減少していく中で当社が成長していくためには、事業構造を継続的に革新し、お

客様のニーズを先取りして新しい価値を創造し顧客満足を高めていくことが求められています。 

このような課題に対してアルペングループは、将来的に成長するための方向性を示した「アルペンイノベー

ション３６ヶ月プラン」（2005年7月～2008年6月）を2005年3月に策定いたしました。 

このプランは、経営指針として「常に進化するＤＮＡを持つＮＯ．１スポーツ企業の実現」を掲げ、当社の戦

略・組織・運営・店舗・品揃えなど全てをゼロベースで再構成していきます。数値目標としては、2008年6月期

において売上高営業利益率10％としております。 

主要課題として以下の３点を掲げております。 

 ①顧客ロイヤルティの向上による着実な客数増・購入点数増の実現 

 (1)売れ筋商品を迅速・確実に把握し、お客様が求める商品・サービスをベストなタイミングとベストな

チャンネルで提供いたします。 

 (2)既存店を含む全ての店舗について、レイアウトとディスプレイをゼロベースで改革いたします。 

 (3)地域特性を的確に反映した売場つくりを実現いたします。 

  (4)臨機応変な「思いやりの接客」を実践し、顧客満足度向上を図ります。 

 ②事業全般にわたる総合的ブランドマネジメントの実現 

(1)企業・チャンネル・商品のブランドコンセプトを統合的に管理し、ブランド力の飛躍的な強化を図りま

す。 

(2)自社ブランド商品については、重点的・計画的に拡大すべき商品カテゴリーを特定した上で、部門横断

的なブランドの統合・選択を徹底的に実施し、ＭＤ（マーチャンダイジング）プロセスと組織体制を抜

本的に改革し、育てるべきコアブランドに対する経営資源の戦略的投下を行うことで、自社ブランド商

品の売上構成比率の向上を図ります。 

 ③絶え間ない経営システムの革新 

(1)新ブランド・新規事業領域などに、経営資源を戦略的かつ機動的に大胆に配分することを可能にするよ

う、組織構造を変革し、業績指標管理システムを構築いたします。 

(2)サプライチェーンマネジメントの確立など、あらゆる商品の利益率を向上させるための合理化を進め、

筋肉質なオペレーションを確立いたします。 

(3)店舗のビルド・アンド・スクラップを積極的かつ確実に実行いたします。 

(4)人材の成長を支援する制度的な仕組みを整備し、従業員のモチベーションを高め、優秀な人材を惹きつ

けます。 
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報告 

内部監査
指導・徹底

経営管理室 リスク自主点

検制度の報告

指導・権限委譲

連携 

 （５）会社の対処すべき課題 

  今後の見通しにつきましては、わが国経済の着実な回復に伴って個人消費は緩やかな上向き基調で推移すると

見込まれます。 

  このような環境の中、当社は一般スポーツ領域の強化を行うために、「イグニオ」「キスマーク」など、複数

の自社ブランド商品の企画・開発による商品力強化と、｢スポーツデポ｣「ゴルフ５」を中心とした出店数増加

による売場面積拡大とデータベースマーケティングによる顧客ロイヤルティの向上による、店舗販売力強化を

目指してまいります。特に、自社ブランド商品については、スポーツアパレルとカジュアルウェアの垣根の低

下により拡大しつつあるスポーツテイストのカジュアルウェア領域における積極的展開を軸に、全分野を通じ

て自社ブランド商品の売上構成比率の向上を図り、売上総利益率の向上を目指してまいります。同時に、店舗

オペレーション効率の改善を更に実施しつつ、人材育成の強化によって店頭サービス品質の向上を図ってまい

ります。また、サプライチェーンマネジメントシステムを高度化し、機会損失の低減も図ってまいります。 

 

  （６）コーポ―レート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

   ①コーポ―レート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

  当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営の 重要課題の一つであると考え、経営理念である「For 

the customer」と、「お客様の心の中No.1」「企業価値No.1」「働き甲斐No.1」のグループ行動指針を踏まえ

て、株主様、お客様、従業員、取引先等多くのステークホルダーの声に耳を傾けながら、経営の効率性・透明

性・健全性の向上とコンプライアンスの徹底を図ることをコーポレートガバナンスの基本と考えております。 

 

   ②コーポ―レート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

      (1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 

  (a) 会社の機関の基本説明 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役４名のうち３名は社外監査役を任用しております。 

 

(b) 内部統制の関係図



 

－  － 
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 (c) 機関の内容 

 （取締役会） 

         原則として毎月２回、定例の取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼす事

項について、全社的な見地から十分な審議と協議を行っております。また、適時適切な開示と説明責任を

果たすことが重要との観点から、取締役会において情報の共有化を促進し、店舗の月間活動状況および課

題と解決策等の確認・報告を行うことで、新たに発生した課題に対しても機動的に対処できる体制を構築

しております。 

 

 （監査役会） 

          監査役は取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、内部監査室と連携し、

リスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会を定期的に開催し、監査役間での情報・意見

交換を行い、経営監視機能の向上を図っております。 

 なお、平成16年6月開催の臨時株主総会において、社外監査役を１名増員し、合計４名の監査役による業

務執行の監視を行うように強化しております。 

 

     （内部監査室） 

       内部監査室は当社が定める｢内部監査規程｣に基づき、当社および子会社の業務運営ならびに財産の保全 

を図るとともに、不正過誤を防止し業務の能率的改善を図り、事業の健全なる発展に資することを目的と

しております。この目的を達成するために、経営効率の向上と社会的責任を貫徹できる体制構築への指導、

助言を基本方針としております。 

 

 (d) 内部統制システムの状況 

           当社の内部統制システムとして、社内諸規程を定めて、内部統制の体制を整備するとともに、中期経営

計画、総合予算制度、月次損益制度による予算統制を実施しております。 

           さらに、コーポレートガバナンスの基礎になるコンプライアンスにつきましては、平成17年2月にコンプ

ライアンス規程を制定し、全社員の行動規範として遵守するように周知徹底をしております。 

 あわせて、その促進のために、コンプライアンス委員会が各部室・店舗のコンプライアンス責任者を指

名し、部署および店舗単位でコンプライアンス活動が機能する体制を整備いたしました。 

 

(e) 内部監査及び監査役監査の状況 

  内部監査に関しては、内部監査室（１０名）により当社及び子会社の業務運営の監査を年１回実施して

おり、監査結果については代表取締役及び監査役会への報告をおこなっております。 

  監査役監査に関しては、監査役４名（うち社外監査役３名）が取締役会に出席することにより、取締役

の業務執行を監視するほか、会計監査人及び内部監査室からの監査報告に基づいて実地監査をおこなって

おります。 

 また、内部監査室、監査役、会計監査人は定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や

意見の交換を実施しております。これにより、相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。 

 

(f) 会社と社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係 

当社における役職 氏名 その他の関係会社における役職 所有株式数 

常勤監査役 道木 幹夫 ㈱アルペントラベル企画監査役 2,352株

常勤監査役 名畑  稔 

㈱ジャパーナ監査役 

㈱北海道アルペン監査役 

㈱エス・エー・ピー監査役(非連結) 

㈱ロイヤルヒルズ監査役 

㈱アルペントラベル企画監査役 

㈱ゴルフプランナー監査役 

㈱キスマークジャパン監査役 

2,400株

監査役 花井 増實 ㈱ロイヤルヒルズ監査役 1,200株
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(g) 会計監査の状況 

 あずさ監査法人を選任しており、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりです。 

  ・指定社員 業務執行社員 安藤泰行 

  ・指定社員 業務執行社員 近藤昭二 

  また、会計監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりです。 

  ・公認会計士 5名   

  ・会計士補  3名 

           ・その他   2名 

 

      (2) リスク管理体制の整備状況 

 平成16年７月から「リスク自主点検チェックシート」を策定し、各部室が早期にリスク対応できるように、

四半期単位で自主点検をし、その結果を経営管理室に報告する制度を確立いたしました。また、内部監査室

は、本社部室の内部監査時に「リスク自主点検チェックシート」の内容をフォローしております。 

 

 (3) 今後の取組み課題 

  (a) 当社は、従来から年度決算報告をプレス発表してきましたが、今後は株式公開企業として、株主・一般

投資家への必要かつ充分なアカウンタビリティーが生じますので、積極的に推進する必要があります。その

ために、会社情報の開示における統制および手続きを確立し、株主・一般投資家に対して、企業の透明性を

高めるべく、適時、適切かつ積極的な情報開示を推進していく必要があります。 

 

(b) 当社は、従来からホームページに会社概要等を掲載してきましたが、今後はインターネット上に月次

ベースのオペレーション・データや企業戦略を含む様々な企業情報とプレスリリースなどをタイムリーに

お伝えできるように努めてまいります。 

 

      (c) 従来は、年度決算報告時に業績報告をしてきましたが、今後は経営陣同席による投資家・アナリストに

向けて情報提供の機会を積極的に設けます。 

 

（７）親会社に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

  （８）事業等のリスク 

 ①スポーツ小売業界の市場動向について 

当社グループが属するスポーツ・レジャー用品業界におきましては、少子化による若年層の減少、ライフスタ

イルの変化等の影響により、市場規模は縮小する傾向にあります。 

また、既存のスポーツ・レジャー用品販売業者に加えて、中古クラブショップ、インターネットショップ等の

新たな業態との競合激化による低価格化も生じており、当業界は厳しい状況にあります。 

当社グループといたしましては、「スポーツデポ」等の大型店舗の積極的な店舗展開による競争力の向上、

マーケティング活動の推進による仕入数量の適正化及び仕入先との継続的な交渉による仕入価格の引下げ交渉等

により、収益構造の強化を図っております。 

ただし、当社の想定を上回る速度で市場規模の縮小が進行し、他社との競合等が激化した場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ②季節的変動について 

 当社グループの商品は、ウインター部門、ゴルフ部門、一般スポーツ部門から構成されており、冬季にウイン

ター部門の商品群の需要が高まるため、下期に売上高及び利益が増加する傾向にあります。とりわけ、当該部門

は相対的に利益率の高いプライベートブランド商品の構成比が高いため、当社グループの営業利益も、下期にや

や偏重する傾向にあります。 

 当社グループといたしましては、ウインター部門以外においてもプライベートブランド商品の拡充等、商品力

の強化を行い、利益の平準化を図ることにより、季節的変動の影響を低減させることに努めております。 



 

－  － 
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 ただし、当社の計画どおり、他部門の商品力の強化が奏功せず、温暖化に伴う自然降雪量の減少、暖冬等の季

節変動の影響によりウインタースポーツ用品の需要が減少した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

 ③消費者の嗜好変化について 

当社グループはゴルフクラブ、スキーウェア等、趣味性の高い商品を取扱っているため、消費者の嗜好の変化

による影響を受けております。 

当社グループといたしましては、商品企画精度の向上を図るとともに、販売動向に沿ったプライベートブラン

ド商品の開発、供給に務めることにより、消費者の需要喚起を図っておりますが、消費者の嗜好の変化に対応で

きず、適切な商品政策が実施できない場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

 ④出退店方針について 

当社グループは、一般スポーツ市場の開拓を目的とした「スポーツデポ」、従来と比較して店舗面積を拡大し

た「ゴルフ５」の出店を行うとともに、市場縮小及び他社の大型店舗との競合等により競争力が低下した「アル

ペン」、「ゴルフ５」の小型店舗を閉鎖することより、競争力の向上に取り組んでおります。 

そのため、出店に伴うオープン前の人件費、宣伝広告費及び設備投資による減価償却費等の負担増により、当

社が想定した売上高を確保できない場合には、収益性が低下する可能性があります。 

また、退店時におきましては、当社は、退店した店舗跡地を転貸することにより解約損の発生の抑制に努めて

おりますが、新たな借主を確保できない場合には、店舗設備の除却損に加えて、店舗解約損が一時的に発生する

こととなります。 

   

 ⑤敷金保証金の回収可能性について 

   当社グループは土地所有者との間で長期賃借契約を締結し、主に店舗用地を確保しておりますが、店舗閉鎖等、

当社の事情による中途解約については、出店時に支払った敷金ならびに保証金が返還されない場合があります。 

   さらに、出店後の土地所有者の信用状態が悪化した場合においても、敷金ならびに保証金が返還されない可能

性があります。 

 

 ⑥為替変動の影響について 

当社グループは、価格競争力のある商品調達を行うことを目的として、一部の商品を当社が直接、若しくは海

外メーカーの日本法人等から間接的に海外から仕入れております。 

当社は為替変動リスクを抑制するために、為替予約等のヘッジを行っておりますが、為替レートが急激に変動

した場合には、仕入原価の上昇要因となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   ⑦業績不振の子会社について 

当社グループでは、株式会社コーワゴルフ開発及び株式会社ロイヤルヒルズにおいてゴルフ場、スキー場の運

営を行っておりますが、これらの子会社においては、近年のゴルフ、スキー離れに伴う来場者数の減少、価格競

争の激化等により継続的に経常損失を計上する等、厳しい状況にあります。とりわけ株式会社コーワゴルフ開発

については、含み損が生じていた事業資産の売却損等の影響もあり、平成17年３月期においては1,589百万円の

債務超過の状態となっております。 

当社グループといたしましては、経費の削減のみならず、割引券の配布等、来場者数増加策を実施することに

より、業績の改善を図っておりますが、計画通りにこれらの子会社の業績が改善しない場合には当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑧大規模店舗立地法による出店規制について 

 当社グループは、全国に店舗展開を行っておりますが、売場面積が1,000平方メートルを超える新規出店及び

増床については、大規模小売店舗立地法の規制を受けており、都市計画、交通、地域環境等の観点から配慮を求

められております。当社グループにおいては、売場面積が1,000平方メートルを超える店舗の出店が中心である

ため、これらの調整過程の中で、計画通りの出店もしくは増床が出来ず、出店計画の変更、延期等が発生した場

合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 



 

－  － 
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 ⑨製造物責任について 

 当社グループは、国内外の工場で厳格な品質管理を行い各種製品を製造していることに加えて、万一の場合に

備えて製造物責任賠償に係る各種保険に加入しております。 

 ただし、大規模なリコール等につながる製品の欠陥が生じた場合には、加入している保険の補償額限度内で賠

償を賄える保証がないだけでなく、多額のコストの発生、当社グループの信用力の低下により、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑩個人情報の取り扱いについて 

当社グループにおいては、インターネット通販顧客及びポイントカード会員等の個人情報を有しているため、

個人情報保護規程を制定し、運用する等、個人情報の漏洩の防止に取り組んでおります。 

ただし、顧客情報が流出し、当社グループの信用力が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

 ⑪短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について 

厚生労働省は、将来にわたる年金財政の安定化等を目的に、短時間労働者に対する社会保険への加入基準を拡

大するべく検討しております。当社は、平成17年６月末現在において3,408人の臨時従業員を雇用しており、業

種柄多くの短時間労働者が就業しております。今後、当該年金制度が変更され、社会保険の適用基準の拡大が実

施された場合には、当社グループが負担する保険料の増加等により当社の業績等に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

 ⑫財政状態及び経営成績の変動について 

当社グループは、過年度より、資産価値が低下したリゾート施設等の固定資産の売却・除却、関係会社株式の

評価減及び減損会計の早期適用等、財務体質及び収益性の改善に取り組んできたことにより、財務体質の改善が

相当程度進んでいるものと認識しております。 

ただし、当社グループは、業態上、総資産に占める有形固定資産の比率が相対的に高いことに加えて、今後に

おきましても積極的に出店を行うことにより、当該資産の構成比率は高まるものと考えております。 

そのため、店舗設備の収益性の低下、地価等の下落等が生じた場合には、損失が発生する可能性があります。 
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３. 経営成績及び財政状態 

 （１）経営成績 

 ①当中間期の概況 

   連結                                                         (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 中間純利益 

平成17年12月期実績 82,097 5,903 3,560 

平成16年12月期実績 73,284 917 356 

前期比（％） 112.0 643.7 997.7 

 

   個別                                                         (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 中間純利益 

平成17年12月期実績 80,005 5,205 2,727 

平成16年12月期実績 70,030 2,108 1,228 

前期比（％） 114.2 246.9 222.0 

 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰等の不安定要因はあるものの、生産や輸出の

持ち直しによる企業収益の改善や、設備投資の増加に加え、雇用情勢の改善に広がりがみられ、家計所得

の好転に伴って個人消費が緩やかに増加するなど、景気は緩やかな回復基調となりました。 

このような状況の下、当社グループ（当社及び連結子会社）は、中期経営計画「アルペンイノベーショ

ン36ヶ月プラン」をスタートさせ、①顧客ロイヤルティの向上による着実な客数増・購入点数増の実現、

②事業全般にわたる統合的ブランドマネジメントの実現、③絶え間ない経営システムの革新による、「ブ

ランド力の飛躍的向上による持続的収益力の確立」を目指した活動を開始いたしました。施策面としては、

デザイン・機能性・価格において競合優位性を有する自社ブランド商品の積極的な企画開発･販売、仕入数

量の適正化、売場の陳列・演出方法の改善、店舗オペレーションの効率化等を図ってまいりました。また、

積極的な出店方針を推進し、「スポーツデポ」7店舗、「ゴルフ５」11店舗、「アルペン」1店舗の計19店

舗を出店しましたが、不採算店舗の閉鎖も着実に実施し、「ゴルフ５」7店舗、「アルペン」11店舗を閉店

いたしました。これにより、当中間期末の店舗数は、「アルペン」141店舗、「ゴルフ５」160店舗、「ス

ポーツデポ」57店舗の計358店舗となり、売場面積は5,876坪増加し148,730坪となりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間における当社グループにおいては、 物販部門について順調な業績で推

移し、当中間連結会計期間の売上高は82,097百万円（前年同期比12.0％増）、営業利益4,620百万円（同

319.5％増）、経常利益5,903百万円（同543.7％増）、中間純利益3,560百万円（同897.7％増）となりまし

た。 

 

以上の内容を部門別に示すと、次の通りであります。 

(ウィンター) 

   ウィンター用品については、市場の縮小傾向の中で、ウィンタースポーツ用品の取り扱い比率が高い

「アルペン」の店舗閉鎖を進めた結果、「スポーツデポ」の出店にも関わらず、月平均売場面積が前年同

期比約7％減となったものの、自社ブランド商品について、高付加価値商品や価格戦略商品の開発を行い、

販売を強化してまいりました。例年に比べると早い時期である11月からの記録的な気温の低下と降雪によ

り、12月初旬より滑走可能なスキー場が数多く発生したこともあり、売上高は好調に推移し、前年同期比

10.8％増の11,799百万円となりました。特に、インナーウェア類を中心に自社ブランド商品の伸びが増収

に寄与しました。 
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(ゴルフ) 

ゴルフ用品については、「ゴルフ５」大型店の積極的な出店によって、月平均売場面積が前期比約11％

増加しました。天候が安定していたことや、個人消費の回復基調、女性プロゴルファー人気、ゴルフプレ

ー料金の低下等に支えられたゴルフ市場の活性化も追い風となり、売上高は売場面積の伸びを上回る伸び

(前年同期比15.3％増)を確保し、33,404百万円となりました。 

  

(一般スポーツ) 

   一般スポーツ用品については、主力業態となる「スポーツデポ」の積極的な出店によって月平均売場面

積が約10％増加しました。同時に、自社ブランド商品の取り扱い品目拡大を積極化し、「スポーツデポ」

のゾーニング・レイアウト、店内サイン等の変更によって特にウェア商品選択の容易性の改善を図り、店

頭販売員による関連販売の強化等も実施いたしました。寒波の影響によって防寒衣料の販売が伸びたこと

も寄与し、売上高は前年同期比12.8％増の35,348百万円となりました。特に、機能性の高いベーシックウ

ェアや、スポーツテイストのカジュアルウェアの伸びが増収に大きく寄与しました。 

   

 (その他) 

 当中間連結会計期間における売上高は1,544百万円（前年同期比66.3％）となりました。 

スキー場運営につきましてはシーズン初期からの降雪と、店舗でのリフト割引券の配布等の集客活動に

より順調なスタートとなりましたが、近年のスキー人口の減少に加えて近隣スキー場との集客競争の激化

もあり引き続き厳しい状況が続いております。 

ゴルフ場運営につきましては9月から11月のトップシーズンにおける天候が安定していたことと、店舗に

おける割引券の配布等による集客活動により好調に推移いたしましたが、11月下旬以降の記録的な寒波に

よる降雪で12月に雪によるクローズが続いたことが業績に影響しております。 

 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期の割合が高いため、連結

会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的

変動があります。 

  ちなみに、当中間連結会計期間の売上高は82,097百万円でありましたが、前中間連結会計期間の売上高

73,284百万円、前連結会計年度における売上高は161,227百万円であります。 

 

（２）財政状態 

    ①当中間連結会計期間末の資産、負債及び資本の状況 

当中間期における総資産は、前連結会計年度末に比べ11,967百万円増加し、147,260百万円となりました｡こ

れは、主に出店による売場面積の増加に伴うたな卸資産、有形固定資産、差入保証金の増加によるものであ

ります｡ 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ8,471百万円増加し、104,582百万円となりました｡流動負債は、主に

たな卸資産の増加及び債務引受型一括決済方式の開始に伴う支払手形及び買掛金、未払金の増加により4,002

百万円増加し、72,329百万円となりました｡固定負債は、主に出店投資に伴う長期借入金の増加により4,469

百万円増加し、32,252百万円となりました｡ 

  株主資本は、主に利益剰余金の増加により3,496百万円増加し、42,678百万円となりました｡ 
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  ②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

                                                                      (単位：百万円) 

区 分 前中間期 当中間期 前期 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,745 2,459 11,074

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,460 △4,479 △6,784

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,061 3,410 △7,370

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 35 74

現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 5,374 1,426 △3,006

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 12,393 9,742 12,393

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 18,122 11,168 9,742

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は11,168百万円（前年同期

比38.4％減）となりました。 

 これは主に、好調な業績を反映して税金等調整前中間純利益は6,258百万円（同361.6％増）となりました

が、出店増によるたな卸資産の増加額6,191百万円（同33.2％増）、有形固定資産の取得による支出3,411

百万円（同17.3％増）、デリバティブ評価益864百万円（前年同期評価損491百万円）及び差入保証金等の

支出2,174百万円（同71.9％増）が大きく影響したものであります。 

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

      営業活動の結果得られた資金は2,459百万円（前年同期比34.3％減）となりました。 

 これは主に、税金等調整前中間純利益が6,258百万円（同361.6％増）となりましたが、売上債権の増加額

2,015百万円（同46.8％増）、たな卸資産の増加額6,191百万円（同33.2％増）及び法人税等の支払額3,699

百万円（同31.2％増）となったこと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) 

     投資活動の結果使用した資金は4,479百万円（前年同期比29.4％増）となりました。 

これは主に、出店増により有形固定資産の取得による支出3,411百万円（同17.3％増）及び差入保証金等の

支出2,174百万円（同71.9％増）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) 

 財務活動の結果得られた資金は3,410百万円（前年同期比32.6％減）となりました。 

 これは主に、長期借入による収入9,800百万円（同226.7％増）及び、長期借入金の返済による支出5,819

百万円（同4.5％減）によるものであります。 
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   ③キャッシュ・フローの指数トレンド 

 平成16年6月期 平成16年12月期 平成17年6月期 平成17年12月期

株主資本比率（％） 24.6 22.3 29.0 29.0

債務償還年数（年） 2.6 13.8 3.4 17.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.7 9.7 15.6 8.5

  (注) 1．株主資本比率：株主資本／総資産 

     2．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     3.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」を使用しております。有利子負債は、連結財務諸表に計上されている負債のうち利子を支払っ

ている全ての負債を対象にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算

書の「利息の支払額」を使用しております。 

  

（３）通期の見通し 

   連結                                                         (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

平成18年 6月期予想 176,057 13,021 7,355 

平成17年 6月期実績 161,227 9,438 5,061 

前期比（％） 109.2 138.0 145.3 

 

   個別                                                         (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

平成18年 6月期予想 170,654 12,714 6,873 

平成17年 6月期実績 155,850 9,083 4,358 

前期比（％） 109.5 140.0 157.7 
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４．中間連結財務諸表等 

（１）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年6月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※3  20,105 13,151  11,625

２ 受取手形及び 
    売掛金 

  4,405  5,397  3,381

３ たな卸資産   42,525  45,225  39,033

４ 繰延税金資産   711  1,415  977

５ その他   2,971  2,611  2,590

貸倒引当金   △11       △10  △9

流動資産合計   70,708 48.4 67,791 46.0  57,599 42.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※1,3 20,690 23,037 21,515 

(2) 機械装置及び 
    運搬具 

※1 1,037  816 1,077 

(3) 工具器具備品 ※1 553  720 595 

(4) 土地 ※3 19,780  18,851 19,203 

(5) その他  1,826 43,888 30.1 2,472 45,898 31.2 2,715 45,107 33.3

２  無形固定資産   510 0.4 480 0.3  492 0.4

３  投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  107 157    105 

(2) 差入保証金  24,639 25,549   25,251 

(3) 繰延税金資産  2,415  2,798   2,903 

(4) 賃貸用固定資産 ※2,3 1,418  1,447    1,422 

(5) その他  2,522  3,500    2,775 

  貸倒引当金  △263 30,838 21.1 △361 33,090 22.5    △364 32,093 23.7

固定資産合計   75,238 51.6 79,469 54.0  77,692 57.4

資産合計   145,946 100.0 147,260 100.0  135,292 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年6月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び 

    買掛金 
※3  36,989 33,144  31,813

２ 短期借入金   12,000 7,146   8,500

３ １年以内返済予定 
    長期借入金 

※3  12,598  11,309  11,926

４ １年以内償還 
    予定社債 

  1,100  2,400  2,100

５ 未払金   ―  10,321  4,152

６ 未払法人税等   1,344  3,134  3,885

７ 賞与引当金   312  337  258

８ 役員賞与引当金   ―  15  ―

９ ポイント値引 
    引当金 

  553  1,178  830

10 設備支払手形   759  954  2,417

11 その他 ※5  7,630  2,386  2,443

流動負債合計   73,287 50.2 72,329 49.1  68,327 50.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   5,300 4,900  3,750

２ 長期借入金 ※3  20,720 16,384  11,785

３ 退職給付引当金   2,895 3,363  3,242

４ 役員退職慰労 
  引当金 

  504 511  513

５ 転貸損失引当金   354 265  311

６ 預り保証金   7,926 6,009  6,713

７ その他   2,364 818  1,466

固定負債合計   40,066 27.5 32,252 21.9  27,783 20.5

負債合計   113,353 77.7 104,582 71.0  96,110 71.0

    
    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   473 0.3 1,393 0.9  1,393 1.0

Ⅱ 資本剰余金   313 0.2 1,233 0.8  1,233 1.0

Ⅲ 利益剰余金   31,982 21.9 40,116 27.2  36,687 27.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  27 0.0 57 0.0  26 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定   △205 △0.1 △122 △0.1  △158 △0.1

資本合計   32,592 22.3 42,678 29.0  39,181 29.0

負債及び資本合計   145,946 100.0 147,260 100.0  135,292 100.0
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（２）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年7月 1日 
至 平成17年6月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※6  73,284 100.0 82,097 100.0  161,227 100.0

Ⅱ 売上原価 ※6  42,817 58.4 46,936 57.2  92,681 57.5

売上総利益   30,466 41.6 35,161 42.8  68,546 42.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1,6  29,365 40.1 30,540 37.2  59,926 37.2

営業利益   1,101 1.5 4,620 5.6  8,620 5.3

Ⅳ 営業外収益    

１  受取利息  86 101 189 

２  受取配当金  30 0 30 

３  不動産賃貸収入  555 464 1,076 

４  為替差益  ― 207 125 

５  デリバティブ 
    評価益 

 ― 864 283 

６  その他  549 1,221 1.6 346 1,985 2.4 842 2,548 1.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  391 286 716 

２ 不動産賃貸費用  415 344 861 

３ デリバティブ 
    評価損 

 491 ― ― 

４ その他  107 1,406 1.9 71 702 0.8 152 1,730 1.1

経常利益   917 1.2 5,903 7.2  9,438 5.8

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※2 6 131 109 

２ 貸倒引当金戻入  ― 4 ― 

３ 預り保証金償還益  679 385 1,372 

４ その他  9 694 0.9 0 521 0.6 13 1,495 0.9

Ⅶ 特別損失    

１ 前期損益修正損 ※5 ― ― 300 

２ 固定資産売却・除 
却損 

※3 28 46 99 

３ 減損損失 ※4 73 ― 957 

４ 転貸損失引当金 
    繰入 

 ― 22 14 

５ 店舗解約損  4 97 95 

６ 退職給付会計基準 
  変更時差異処理額 

 149 ― 298 

７ その他  0 255 0.3 0 166 0.2 50 1,817 1.1

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  1,355 1.8 6,258 7.6  9,116 5.6

法人税、住民税及
び事業税 

 1,361 3,039 5,168 

法人税等調整額  △363 998 1.3 △341 2,697 3.3 △1,112 4,055 2.5

中間（当期）純利
益 

  356 0.5 3,560 4.3  5,061 3.1
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（３）中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

  （自 平成16年 7月 1日 

至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成17年 7月 1日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

 （自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  313 1,233  313

Ⅱ 資本剰余金増加高   

増資による新株の発行  ― ― ― ― 920 920

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期

末）残高 
 313 1,233  1,233

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  31,852 36,687  31,852

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  中間（当期）純利益  356 356 3,560 3,560 5,061 5,061

Ⅲ 利益剰余金減少高   

  １ 配当金  97 101 97 

   ２ 役員賞与金  ― 30 ― 

  ３ 連結子会社増加に 

   伴う減少高 
 129 226 ― 131 129 226

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期

末）残高 
 31,982 40,116  36,687
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日

  至 平成16年12月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー 

計算書 

 （自 平成16年 7月 1日

  至 平成17年 6月30日）

区分 注記番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  1,355 6,258 9,116 

減価償却費  1,197 1,413 2,890 

長期前払費用の償却費  63 82 147 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  121 △2 221 

ポイント値引引当金の増減額（△は減少）  177 347 454 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  371 120 719 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  11 △1 20 

差入保証金等の家賃相殺額  917 1,038 1,751 

受取利息及び受取配当金  △116 △101 △220 

支払利息  391 286 716 

デリバティブ評価損益（△は益）  491 △864 △283 

固定資産売却・除却損  28 46 99 

減損損失  73 ― 957 

預り保証金償還益  △679 △386 △1,372 

売上債権の増減額（△は増加）  △1,372 △2,015 △349 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △4,649 △6,191 △1,157 

仕入債務の増減額（△は減少）  7,147 5,528 1,970 

未払消費税等の増減額（△は減少）  △677 △432 △156 

その他  2,059 1,294 481 

    小計  6,913 6,420 16,006 

利息及び配当金の受取額  37 7 49 

利息の支払額  △386 △289 △712 

法人税等の還付額  ― 20 21 

法人税等の支払額  △2,819 △3,699 △4,290 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,745 2,459 11,074 

Ⅱ 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  △600 △100 △1,050 

定期預金の払戻による収入  1,150 ― 1,700 

有形固定資産の取得による支出  △2,909 △3,411 △4,726 

有形固定資産の売却による収入  ― 813 389 

無形固定資産の取得による支出  △50 △37 △60 

長期前払費用の支出  △54 △94 △251 

差入保証金等の支出  △1,265 △2,174 △3,312 

差入保証金等の収入  193 492 561 

その他  76 33 △33 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,460 △4,479 △6,784 

Ⅲ 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  7,000 △1,353 3,500 

長期借入による収入  3,000 9,800 3,000 

長期借入金の返済による支出  △6,809 △5,819 △16,415 

社債発行による収入  3,914 1,949 3,914 

社債の償還による支出  △1,300 △550 △1,850 

預り保証金の償還による支出  △646 △515 △1,262 

株式の発行による収入  ― ― 1,840 

配当金の支払額  △97 △101 △97 

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,061 3,410 7,370 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  27 35 74 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  5,374 1,426 △3,006 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,393 9,742 12,393 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期

首残高 
 355 ― 355 

18,122 11,168 9,742 
Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社数  10社 

 (会社名) 

 株式会社 ジャパーナ 

 株式会社 北海道アルペン 

 株式会社 コーワゴルフ開発 

 株式会社 ロイヤルヒルズ 

 株式会社 ゴルフプランナー 

 株式会社 キスマークジャパン

 株式会社 スポーツロジスティ

ックス 

 無錫ジャパーナ体育用品有限

公司 

 台湾ジャパーナ股份有限公司 

 株式会社 アルペントラベル企

画 

 

 連結子会社のうち、台湾ジャパ

ーナ股份有限公司については、現

在清算中であります。 

 

 前連結会計年度において非連結

子会社であった株式会社アルペン

トラベル企画は、重要性が増した

ことにより当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。

(1)連結子会社数  9社 

 (会社名) 

 株式会社 ジャパーナ 

 株式会社 北海道アルペン 

 株式会社 コーワゴルフ開発 

 株式会社 ロイヤルヒルズ 

 株式会社 ゴルフプランナー 

 株式会社 キスマークジャパン

 株式会社 スポーツロジスティ

ックス 

 無錫ジャパーナ体育用品有限

公司 

 株式会社 アルペントラベル企

画 

 

 

 

 

 

(1)連結子会社数  9社 

 (会社名) 

 株式会社 ジャパーナ 

 株式会社 北海道アルペン 

 株式会社 コーワゴルフ開発 

 株式会社 ロイヤルヒルズ 

 株式会社 ゴルフプランナー 

 株式会社 キスマークジャパン

 株式会社 スポーツロジスティ

ックス 

 無錫ジャパーナ体育用品有限

公司 

 株式会社 アルペントラベル企

画 

 

 前連結会計年度において非連結

子会社であった株式会社アルペ

ントラベル企画は、重要性が増し

たことにより当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。

 (2)非連結子会社数 1社 

 (会社名) 

 株式会社 エス・エー・ピー 

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、小規模会社で

あり、総資産、売上高、中間純損

益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。 

 

(2)非連結子会社数 1社 

 (会社名) 

 株式会社 エス・エー・ピー 

 連結の範囲から除いた理由 

 同左 

 

 

 

 

 

(2)非連結子会社数 1社 

 (会社名) 

 株式会社 エス・エー・ピー 

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、小規模会社で

あり、総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。 

  なお、前連結会計年度において

連結子会社でありました台湾ジ

ャパーナ股份有限公司は清算し

たため連結の範囲から除いてお

りますが、清算結了時迄の損益

計算書については連結しており

ます。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子会社

(株式会社エス・エー・ピー)は 

 中間純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等

からみて持分法の対象から除いて

も中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため持分法の範囲か

ら除外しております。 

 同左  持分法を適用しない非連結子会

社(株式会社エス・エー・ピー)は当

期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等から

みて持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性が

ないため持分法の範囲から除外し

ております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

 連結子会社のうち、株式会社コ

ーワゴルフ開発の中間決算日は9

月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

 連結子会社のうち、株式会社コ

ーワゴルフ開発、株式会社アルペ

ントラベル企画の中間決算日は9

月30日であります。 

 中間連結財務諸表作成に当たっ

ては、同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

 連結子会社のうち、株式会社コ

ーワゴルフ開発、株式会社アルペ

ントラベル企画の決算日は3月31

日であります。 

 連結財務諸表作成に当たっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。  

 なお、株式会社アルペントラベル

企画は決算日を6月30日から3月31

日に変更したため、当連結会計年

度においては、平成16年7月1日か

ら平成17年3月31日までの9ヶ月決

算となっております。 

 連結子会社のうち、無錫ジャパー

ナ体育用品有限公司の中間決算日

は 6月30日であります。 

 中間連結財務諸表作成に当たっ

て、この会社については、9月30

日現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

 連結子会社のうち、無錫ジャパー

ナ体育用品有限公司の中間決算日

は 6月30日であります。 

 中間連結財務諸表作成に当たっ

て、この会社については、9月30

日現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

 連結子会社のうち、無錫ジャパ

ーナ体育用品有限公司の決算日

は12月31日であります。 

 連結財務諸表作成に当たって、

この会社については、3月 31 日現

在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事

項 

 連結子会社のうち、台湾ジャパー

ナ股份有限公司の中間決算日は12

月31日であります。 

 中間連結財務諸表作成に当たっ

て、この会社については、9月30日

現在で実施した仮決算に基づく中

間財務諸表を使用し、中間連結決

算日との間で生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行

っております。 

 

― 

 

 

― 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定)によって

おります。 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法によって

おります。 

 ②デリバティブ 

 時価法によっております。 

 ③たな卸資産 

 a 商品、製品、仕掛品 

   当社については移動平均法に

よる低価法を採用し、連結子会

社については、総平均法による

原価法を採用しております。

  b 原材料、貯蔵品 

     終仕入原価法を採用してお

ります。 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  同左 

 

 

 

 

  時価のないもの 

  同左 

 

 ②デリバティブ 

  同左 

 ③たな卸資産 

 a 商品、製品、仕掛品 

  同左 

 

 

 

 b 原材料、貯蔵品 

     同左 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は総平均

法により算定)によっておりま

す。 

 時価のないもの 

   同左 

 

 ②デリバティブ 

  同左 

 ③たな卸資産 

 a 商品、製品、仕掛品 

   同左 

 

 

 

 b 原材料、貯蔵品 

      同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却方法 

 ①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率

法を、また在外連結子会社は定額

法を採用しております。 

 但し、当社及び国内連結子会社の

平成10年4月1日以降取得の建物

(建物附属設備は除く)は定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は次の通り

であります。 

 建物及び構築物  10年～34年

 機械装置及び運搬具 4年～17年

 また、当社は定期に基づく借地

権上の建物については耐用年数を

借地期間、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 なお、上記に係る耐用年数は15

年～20年であります。 

 ②無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア(自社利用分)につ

いては、社内における利用可能期

間(5年)に基づく定額法によって

おります。 

 ③長期前払費用 

 定額法によっております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却方法 

 ①有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 ③長期前払費用 

  同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却方法 

 ①有形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 ③長期前払費用 

   同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

(3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、回収不能見込額を計上

しております。 

 a 一般債権 

  主として貸倒実績率法によっ

ております。 

 b 貸倒懸念債権及び破産更生債

権等 

  主として個別に回収可能性を

勘案した回収不能見込額を計上

しております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  同左 

  

 

 a 一般債権 

  同左 

 

 b 貸倒懸念債権及び破産更生債

権等 

  同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  同左 

  

 

 a 一般債権 

  同左 

 

 b 貸倒懸念債権及び破産更生債

権等 

  同左 

 

 ②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当中間連結会計期間に見合

う額を計上しております。 

②賞与引当金 

   同左 

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込額

に基づき当連結会計年度に見合

う額を計上しております。 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

に発生していると認められる額を

計上しております。 

 会計基準変更時差異について

は、5年による均等額を費用処理し

ております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数(10年)による定

額法により費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数(10年)

による定額法により発生の翌連

結会計年度から費用処理してお

ります。 

 ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき当中間連結会計期間

末に発生していると認められる

額を計上しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(10年)によ

る定額法により費用処理してお

ります。 

  数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数(10年)

による定額法により、発生の翌連

結会計年度から費用処理してお

ります。 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 会計基準変更時差異については、

5年による均等額を費用処理して

おります。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数(10年)による定額

法により費用処理しております。

 数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(10年)による

定額法により、発生の翌連結会計

年度から費用処理しております。

 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当中間連結

会計期間末要支給額を計上して

おります。 

 ④役員退職慰労引当金 

   同左 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

⑤転貸損失引当金 

 店舗転貸契約の残存期間に発生

する損失に備えるため、支払義務

のある賃料総額から転貸による

見込賃料収入総額を控除した金

額を計上しております。 

⑤転貸損失引当金 

   同左 

⑤転貸損失引当金 

  同左 

⑥ポイント値引引当金 

 ポイントカードにより顧客に付与

されたポイントの利用による売上

値引に備えるため、当中間連結会計

期間末において将来利用されると

見込まれる額を計上しております。

⑥ポイント値引引当金 

  同左 

⑥ポイント値引引当金 

 ポイントカードにより顧客に付与

されたポイントの利用による売上

値引に備えるため、当連結会計年度

末において将来利用されると見込

まれる額を計上しております。 

 ⑦役員賞与引当金 

  ― 

⑦役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、当

連結会計年度末における年間支給

見込額に基づき当中間連結会計期

間において負担すべき額を計上し

ております。 

 ⑦役員賞与引当金 

   ― 

(4)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産、負

債及び収益並びに費用は、在外連

結子会社の仮決算日における直

物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 

(4)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

  同左 

(4)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産、負

債及び収益並びに費用は、在外連

結子会社の仮決算日における直

物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 

 

(5)重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によってお

ります。 

(5)重要なリース取引の処理方法

  同左 

(5)重要なリース取引の処理方法

  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。   

 また、金利スワップ及び金利オプ

ションについて特例処理の条件を

充たしている場合には特例処理

を、為替変動リスクのヘッジにつ

いて振当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を採用してお

ります。 

 (6)重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法  

    同左 

 (6)重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法  

    同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段)   (ヘッジ対象) 

金利スワップ     借入金利息 

金利オプション   借入金利息 

通貨スワップ    外貨建予定取引

通貨オプション  外貨建予定取引

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 ③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ及び金利

オプション取引を行い、外貨建予

定取引の為替リスクを回避する目

的で通貨スワップ及び通貨オプシ

ョンを行っております。  

  ③ヘッジ方針 

    同左 

  ③ヘッジ方針 

    同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計と比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。 

 但し、特例処理によっている金

利スワップ及び金利オプション

については、有効性の評価を省略

しております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

 

(7)その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

(7)その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  同左 

(7)その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

日から3ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。 

   同左     同左 
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会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

 

 

― 

 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、｢役員賞与に関

する会計基準｣（企業会計基準第４号 平成17

年11月29日）を適用しております。これによ

り営業利益、経常利益、税金等調整前中間純

利益がそれぞれ15百万円減少しております。

 
 
― 

 
表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成17年12月31日） 

 

 

― 

 

 

（中間連結貸借対照表関係） 

 前中間連結会計期間まで、流動負債の｢その他｣に含めて表示して

おりました「未払金」は、負債及び資本の合計額の100分の5を超え

たため区分掲記いたしました。 

 なお、前中間連結会計期間末における「未払金」の金額は5,124百

万円であります。 

― 

（中間連結損益計算書関係） 

 前中間連結会計期間まで、営業外収益の｢その他｣に含めて表示し

ておりました「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超

えたため区分掲記いたしました。 

 なお、前中間連結会計期間における「為替差益」の金額は78百万円

であります。 

 
追加情報 

前中間連結会計期間 
 （自 平成16年 7月 1日 

至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
 （自 平成17年 7月 1日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
 （自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

｢地方税法等の一部を改正する法律｣（平成

15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布

され、平成16年4月1日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当中間連結会計期間から｢法

人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の取

扱い｣（平成16年2月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が81百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益が同額減少しておりま

す。 

（中間連結貸借対照表関係） 

 当中間連結会計期間より債務引受型一括

決済方式によったため、従来の支払手形発

行により決済する方式から支払手形と同様

の期日条件で現金決済する方式に変更して

おります。さらに期日前支払分は買掛金か

ら未払金へ振替えております。 

 この変更に伴い、従来の方式によった場合

に比較して支払手形及び買掛金残高は

5,327百万円減少し、未払金残高は5,327百

万円増加しております。 

｢地方税法等の一部を改正する法律｣ (平成

15年法律第9号) が平成15年3月31日に公布

され、平成16年4月1日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から ｢法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い｣ (平

成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号) に従い、法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が193百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が同額減少しておりま

す。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年6月30日） 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

              21,671百万円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

                          22,700百万円

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

                          22,313百万円

※2.賃貸用固定資産の減価償却累計額 

                1,562百万円 

※2.賃貸用固定資産の減価償却累計額 

                            1,826百万円

※2.賃貸用固定資産の減価償却累計額 

                            1,577百万円

※3.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する

債務は次の通りであります。 

    a.担保に供している資産 

※3.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する

債務は次の通りであります。 

  a.担保に供している資産   

※3.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する

債務は次の通りであります。 

  a.担保に供している資産 
 

(預金) 200百万円

(建物) 2,973百万円

(土地) 12,705百万円

(賃貸用固定資産) 1,214百万円

(合計) 17,094百万円
  

 
(預金) 200百万円

(建物) 1,886百万円

(土地) 11,470百万円

(賃貸用固定資産) 992百万円

(合計) 14,549百万円
  

 
(預金) 200百万円

(建物) 2,755百万円

(土地) 12,140百万円

(賃貸用固定資産) 995百万円

(合計) 16,090百万円
  

  b.担保付債務 

(買掛金) 115百万円

(長期借入金) 26,324百万円

(1年以内返済予定額を含む)

(合計) 26,439百万円
 

  b.担保付債務 

(買掛金) 115百万円

(長期借入金) 21,792百万円

(1年以内返済予定額を含む)

(合計) 21,907百万円
 

  b.担保付債務 

(買掛金) 115百万円

(長期借入金) 19,441百万円

(1年以内返済予定額を含む)

(合計) 19,556百万円
 

  4.保証債務 

 以下について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

（保証金額）  

 ゴルフ会員権提携ローン利用者 
              （借入金)           0百万円 

      (計)         0百万円 

 4.               

― 

 

 

 

  4.保証債務 

 以下について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

（保証金額）  

 ゴルフ会員権提携ローン利用者 
              （借入金)           0百万円
      (計)         0百万円

※5.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債のその他で表示しております。 

※5.消費税等の取扱い 

    同左 

※5. 

― 

 6.当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

 当中間連結会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入金未実

行残高等は次の通りであります。 

 当座貸越極度額及び貸出コミットメント 

の総額                     18,000百万円 

   借入実行残高     12,000百万円 

        差引額              6,000百万円 

 6.当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

 当中間連結会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入金未実

行残高等は次の通りであります。 

 当座貸越極度額及び貸出コミットメント 

の総額                     17,000百万円

   借入実行残高     7,000百万円

        差引額             10,000百万円

  6.当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実行残

高等は次の通りであります。 

 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの

総額                       16,500百万円

   借入実行残高     8,500百万円

         差引額       8,000百万円
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

※1.販売費及び一般管理費の主なもの 

広告・販売促進費      2,990百万円

従業員給与賞与       9,208百万円

法定福利・厚生費      1,499百万円 

退職給付費用         427百万円 

賞与引当金繰入        306百万円 

役員退職慰労引当金繰入     11百万円 

賃借料           7,694百万円

減価償却費         1,149百万円 

貸倒引当金繰入        126百万円 

※1.販売費及び一般管理費の主なもの 

広告・販売促進費      2,733百万円

従業員給与賞与       9,612百万円

法定福利・厚生費      1,469百万円

退職給付費用         362百万円

賞与引当金繰入        326百万円

役員賞与引当金繰入       15百万円

役員退職慰労引当金繰入     12百万円

賃借料           8,006百万円

減価償却費         1,367百万円

貸倒引当金繰入          3百万円

※1.販売費及び一般管理費の主なもの 

広告・販売促進費       5,682百万円

従業員給与賞与       19,259百万円

法定福利・厚生費      2,972百万円

退職給付費用         868百万円

賞与引当金繰入        258百万円

役員退職慰労引当金繰入     20百万円

賃借料           15,779百万円

減価償却費         2,570百万円

貸倒引当金繰入        177百万円

※2.固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物          6百万円 

※2.固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物         9百万円

機械装置及び運搬具             13百万円

工具器具備品                    0百万円

土地             106百万円

無形固定資産                    0百万円

※2.固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物            9百万円

機械装置及び運搬具           87百万円

土地               12百万円

※3.固定資産売却・除却損の内訳 

建物及び構築物除却損      23百万円 

工具器具備品除却損       2百万円 

機械装置及び運搬具除却損    1百万円 

建設仮勘定除却損        1百万円  

※3.固定資産売却・除却損の内訳 

建物及び構築物除却損      3百万円

機械装置及び運搬具除却損    0百万円

工具器具備品除却損       2百万円

土地売却損                     39百万円

賃貸用固定資産除却損      0百万円

※3. 固定資産売却・除却損の内訳 

機械装置及び運搬具売却損    0百万円

建物及び構築物除却損      73百万円

 機械装置及び運搬具除却損    1百万円

 工具器具備品除却損       10百万円

建設仮勘定除却損               13百万円

※4.減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループにつき減損損失を計

上いたしました。 

場所 用途 種類 

アルペン 

刈谷店 他 

(愛知県刈谷市) 

販売用

店舗 

建物附属 

構築物 等 

 当社グループは、減損の兆候を判定するに

当たっては、原則として店舗資産単位を資産

グループとしてグルーピングしております。 

 当社グループは、当中間連結会計期間にお

いて、店舗資産について収益性の低下または

土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失(73百万円)として特別損失に計上し

ました。その内訳は、建物 30百万円、構築

物 4百万円、差入保証金 39百万円でありま

す。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、土地につい

ては公示価格により評価しております。 

 また、使用価値により回収可能価額を測定

する場合の将来キャッシュ・フローの割引率

は5％であります。 

※4. 

 

― 

 

※4.減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループにつき減損損失を計上い

たしました。 

場所 用途 種類 

スポーツデポ 

尼崎道意店 他  

(兵庫県尼崎市) 

販売用 

店舗 

土地、建物 

構築物 等 

 当社グループは、減損の兆候を判定するに

当たっては、原則として店舗資産単位を資産

グループとしてグルーピングしております。

 当社グループは、当連結会計年度におい

て、店舗資産について収益性の低下または土

地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失(957百万円)として特別損失に計上し

ました。その内訳は、土地 323百万円、建物

554百万円、構築物 56百万円、賃貸用固定資

産 16百万円、長期前払費用 6百万円であり

ます。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、土地につい

ては公示価格により評価しております。 

 また、使用価値により回収可能価額を測定

する場合の将来キャッシュ・フローの割引率

は5％であります。 

※5 

― 

 

※5. 

― 

 

※5.前期損益修正損は、機械装置の耐用年数

修正に伴う過年度償却不足分216百万円、店

舗権利金の過年度償却不足額等67百万円、前

期分地代家賃8百万円、過年度売掛金過計上

分8百万円であります。 

※6.当社グループの売上高は、上半期に比べ

て下半期の割合が大きく、また営業費用につ

いて、下半期に比べて上半期の割合が大きい

ため、上半期と下半期の業績に季節的変動が

あります。 

※6.  同左 ※6 

― 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

                 （平成16年12月31日現在)                  （平成17年12月31日現在) （平成17年6月30日現在）
 

 （百万円）

現金及び預金勘定   20,105 

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

   △1,983 

現金及び現金同等物     18,122 
  

 
 （百万円）

現金及び預金勘定   13,151

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

   △1,983 

現金及び現金同等物     11,168
  

 
 （百万円）

現金及び預金勘定    11,625

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△1,883

現金及び現金同等物    9,742
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 （リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 

取得価

額相当

額 

(百万

円) 

減価償

却累計 

額相当 

額 

(百万

円) 

 

減損損

失累計

額相当

額(百万

円) 

 

中間期

末残高

相当額 

(百万

円) 

建物及び

構築物 
1 1 ― 0 

機械装置

及び運搬

具 

830 371 ― 459

工具器具 

備品 
9,148 4,755 219 4,173 

無形 

固定資産 
349 224 ― 124 

合計 10,329 5,351 219 4,757

 

 

取得価

額相当

額 

(百万

円)

減価償

却累計

額相当

額 

(百万

円) 

 

減損損

失累計

額相当

額(百万

円) 

中間期

末残高

相当額

(百万

円)

建物及び

構築物
― ― ― ―

機械装置

及び運搬

具 

1,199 468 ― 730

工具器具

備品 
9,633 4,735     120 4,777

無形 

固定資産
230 147 ― 83

合計 11,063 5,352 120 5,591

 

 

取得価

額相当

額 

(百万

円) 

減価償

却累計 

額相当 

額 

(百万

円) 

 

減損損

失累計

額相当

額(百

万円)

中間期

末残高

相当額

(百万

円)

建物及び

構築物
― ― ― ―

機械装置

及び運搬

具 

973 430 ― 542

工具器具

備品 
9,869 5,040     165 4,663

無形 

固定資産
352 240 ― 111

合計 11,194 5,712 165 5,316

 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 1,912百万円

１年超 3,215百万円

合計 5,128百万円
  

 
１年内 1,728百万円

１年超 4,112百万円

合計 5,841百万円
  

 
１年内 1,827百万円

１年超 3,794百万円

合計 5,622百万円
  

   リース資産減損勘定の残高   219百万円     リース資産減損勘定の残高  120百万円    リース資産減損勘定の残高   165百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 
 

支払リース料 1,105百万円

リース資産減損勘定
の取崩額 

53百万円

減価償却費相当額 1,011百万円

支払利息相当額 85百万円

減損損失 ―百万円
  

 
支払リース料 1,179百万円

リース資産減損勘定
の取崩額 

45百万円

減価償却費相当額 1,086百万円

支払利息相当額 82百万円

減損損失 ―百万円
 

 
支払リース料 2,231百万円

リース資産減損勘定
の取崩額 

107百万円

減価償却費相当額 2,047百万円

支払利息相当額 168百万円

減損損失 ―百万円
 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

 同左  同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

 同左  同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 487百万円

１年超 1,481百万円

合計 1,969百万円
  

 
１年内 181百万円

１年超 1,654百万円

合計 1,835百万円
  

   
１年内 468百万円

１年超 1,404百万円

合計 1,872百万円
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（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成16年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額 

（百万円） 

 株式 20 67 46 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

  非上場株式 0 

(2）子会社株式及び関連会社株式  

  子会社株式 40 

 

 当中間連結会計期間末（平成17年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額 

（百万円） 

 株式 20 117 96

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

  非上場株式 0 

(2）子会社株式及び関連会社株式  

  子会社株式 40 

   

   前連結会計年度末（平成17年6月30日 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

 株式 20 65 44

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

  非上場株式 0 

(2）子会社株式及び関連会社株式  

  子会社株式 40 
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（デリバティブ取引関係） 

 取引の時価等に関する事項  

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

   通貨関連 

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日） 

種類 
契約額等 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

通貨スワップ 49,073 △1,138 △1,138 

合計 49,073 △1,138 △1,138 

 

(注)1.時価の算定方法 

    通貨スワップ契約を締結している取引金融機関から提示された価額によっております。 

  2.ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除外しております。 
 
  

当中間連結会計期間末（平成17年12月31日） 
 

種類 
契約額等 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

通貨スワップ 59,526 501 501 

合計 59,526 501 501 

 

(注)1.時価の算定方法 

    通貨スワップ契約を締結している取引金融機関から提示された価額によっております。 

  2.ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除外しております。 
  
 

前連結会計年度末（平成17年6月30日） 
 

種類 
契約額等 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

通貨スワップ 59,526 △363 △363 

合計 59,526 △363 △363 

 

(注)1.時価の算定方法 

    通貨スワップ契約を締結している取引金融機関から提示された価額によっております。 

  2.ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除外しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年7月1日から平成16年12月31日まで) 

 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物販事業の割合が、いずれも90％超となって

おり、かつ、このセグメント以外に当連結会計期間末において開示基準に該当するセグメントはありません

ので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(平成17年7月1日から平成17年12月31日まで) 

 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物販事業の割合が、いずれも90％超となって

おり、かつ、このセグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんので、事業の種類別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

 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物販事業の割合が、いずれも90％超となってお

り、かつ、このセグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんので、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年7月1日から平成16年12月31日まで) 

       本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報 

   の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(平成17年7月1日から平成17年12月31日まで) 

       本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報 

   の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

 【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成16年7月1日から平成16年12月31日まで) 

    海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(平成17年7月1日から平成17年12月31日まで) 

    海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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 (１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

  

１株当たり純資産額 6,456円48銭 

１株当たり中間純利益 70円70銭 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 1,355円38銭

１株当たり中間純利益 113円08銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。  

  

１株当たり純資産額 7,460円35銭

１株当たり当期純利益 995円12銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 

(注)１．1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年 7月 1日 
  至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年 7月 1日 
  至 平成17年12月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日)

中間(当期)純利益(百万円) 356 3,560 5,061 

普通株主に帰属しない金額 

(百万円) 
   ―    ―   30 

(うち、利益処分による 

                役員賞与金) 
(―) (―) (30) 

普通株式に係る中間(当期) 

純利益(百万円) 
356 3,560 5,031 

期中平均株式数(千株) 5,048 31,488 5,055 

 

   ２．株式分割について 

   当社は、平成17年9月28日付で株式1株につき6株の株式分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。 

  前中間連結会計期間 
 (自 平成16年 7月 1日 

   至 平成16年12月31日) 

 前連結会計年度 
   (自 平成16年7月 1日 
    至 平成17年6月30日) 

１株当たり純資産額 1,076円08銭 1,243円39銭 

１株当たり中間(当期)純利益 11円78銭 165円85銭 

 なお、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、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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 (重要な後発事象) 

 前中間連結会計期間(平成16年7月1日から平成16年12月31日まで) 

     該当事項はありません。 

 

 当中間連結会計期間(平成17年7月1日から平成17年12月31日まで) 

 １．当社は平成18年3月24日付をもって株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所第一部へ株

式を上場しました。 

  この株式上場にあたり、平成18年2月20日及び平成18年3月3日開催の取締役会において、下記のとおり新

株式の発行を決議し、平成18年3月23日に払込が完了しました。この結果、平成18年3月23日付で資本金は

13,633百万円、発行済株式総数39,488,000株となっております。 

 (1)公募による新株式の発行 

①募集方法            一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

②発行する株式の種類及び数    普通株式 8,000,000株 

③発行価格  1株につき4,000円 一般募集はこの価格にて行いました。  

④引受価額  1株につき3,800円 この価額は当社が引受人より1株当りの新株式払込金として受け取っ

た金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取額とな

ります。 

⑤発行価額  １株につき3,060円（資本組入額1,530円） 

⑥発行価額の総額  24,480百万円 

⑦払込金額の総額  30,400百万円 

⑧資本組入額の総額 12,240百万円 

⑨申込期間    自 平成18年3月16日   至 平成18年3月22日 

⑩払込期日   平成18年3月23日 

⑪配当起算日 平成18年1月 1日 

⑫資金の使途 設備投資及び借入金返済 

 

(2)株式の売出し 

①売出株式数    引受人の買受引受による売出し      普通株式   4,000,000株 

                オーバーアロットメントによる売出し  普通株式   1,000,000株 

②売出価格       4,000円 

③売出価格の総額  20,000百万円    

④申込期間    自 平成18年3月16日   至 平成18年3月22日 

⑤受渡期日  平成18年3月24日 

 

 ２．平成18年2月20日及び平成18年3月3日開催の取締役会において、前記のオーバーアロットメントによる

売出しに関連して、第三者割当による新株の発行を次のとおり決議しました。 

（第三者割当による新株式の発行） 

①発行する株式の種類及び数   普通株式 1,000,000株 

②発行価額 1株につき3,060円（資本組入額1,530円） 

③発行価額の総額     3,060百万円 

④資本組入額の総額    1,530百万円 

⑤割当先及び割当株式数  大和証券エスエムビーシー株式会社  1,000,000株    

⑥払込期日  平成18年4月25日 

⑦配当起算日 平成18年1月 1日 

⑧資金の使途 運転資金 
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 前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

  当社は、平成17年9月7日開催の取締役会決議に基づき下記のとおり株式分割を実施いたしました。 

  １．平成17年9月28日付をもって平成17年9月26日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株

に付き6株の割合をもって分割する。 

  ２．分割により増加する株式数   普通株式  26,240,000株 

  ３．配当起算日          平成17年7月1日 

 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のと

おりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成15年7月 1日 

  至 平成16年6月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年7月 1日 

  至 平成17年6月30日) 

１株当たり純資産額 1,070円40銭
 

１株当たり純資産額 1,243円39銭
 

１株当たり当期純利益 107円05銭
 

１株当たり当期純利益 165円85銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

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) 【その他】 

 重要な訴訟事件等 

 平成14年12月26日に提出会社に対して大成建設㈱より、テクニカルセンターミタケ調整池工事代金精算金62

百万円、非公共用飛行場建設に係る開発申請等費用7百万円の支払い請求と、みずなみカントリー倶楽部入会

保証金63百万円の返還請求を受け、現在係争中であります。 
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５． 生産、受注及び販売の状況 

 

（１）仕入実績 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年 7月 1日 

       至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年 7月 1日 

       至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年7月 1日 

       至 平成17年6月30日) 部門 

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 

ウィンター 11,770 25.2 11,858 23.3 13,736 15.3 

ゴルフ 16,154 34.5 18,534 36.4 34,219 38.2 

一般スポーツ 17,484 37.4 20,051 39.3 40,136 44.8 

(小計) 45,409 97.1 50,444 99.0 88,093 98.3 

その他収入 1,370 2.9 507 1.0 1,502 1.7 

合計 46,780 100.0 50,952 100.0 89,596 100.0 

  (注) １．金額は、仕入価格によっております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）販売実績 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年 7月 1日 

       至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年 7月 1日 

       至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年7月 1日 

       至 平成17年6月30日) 部門 

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 

ウィンター 10,648 14.5 11,799 14.4 32,665 20.3 

ゴルフ 28,959 39.5 33,404 40.7 59,157 36.7 

一般スポーツ 31,345 42.8 35,348 43.0 65,233 40.5 

(小計) 70,954 96.8 80,553 98.1 157,057 97.5 

その他収入 2,329 3.2 1,544 1.9 4,170 2.5 

合計 73,284 100.0 82,097 100.0 161,227 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 




