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(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 ％

20年11月期 8,887 △0.3 △207 － △253 － △648 －

19年11月期 8,917 31.9 428 43.9 379 38.2 242 △10.1

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

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 ％ ％ ％

20年11月期 △28 20 － － △21.5 △3.1 △2.3

19年11月期 10 74 10 74 9.4 5.5 4.8

(参考) 持分法投資損益 20年11月期 14百万円 19年11月期 23百万円

(2) 連結財政状態

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

20年11月期 7,445 2,666 35.4 114 64

19年11月期 8,687 3,625 39.1 147 88

(参考) 自己資本 20年11月期 2,635百万円 19年11月期 3,400百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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

20年11月期 △193 △36 △718 1,184

19年11月期 △1,211 △339 3,067 2,131

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日) 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年11月期 － － 3 00 3 00 68 27.9 2.3

20年11月期 － － － － 0 00 － － －

21年11月期(予想) － － － － 0 00 － － －

(％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 5,010 27.0 48 △70.9 15 △84.4 △17 － △0 75

通 期 9,895 11.3 366 － 319 － 140 － 6 13
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4. その他 

(注) 詳細は、 ８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

(注) 詳細は、22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。 

  

 
(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、42ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

1. 平成20年11月期の個別業績（平成19年12月１日～平成20年11月30日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

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

当社グループは、個別情報の重要性を踏まえ、投資情報として重要性が大きくないと判断できるため、

平成21年11月期の個別業績予想の開示を行わない方針であります。 

  

※ 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、当社が本資料の発表日現在入手している

情報および合理的であると判断する前提に基づいており、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値

と異なる可能性があります。なお、予想に関する事項は４ページをご参照下さい。 

(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）  無

(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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年11月期 23,181,000株 19年11月期 23,181,000株

② 期末自己株式数 20年11月期 190,059株 19年11月期 186,464株

(参考) 個別業績の概要

(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 ％

20年11月期 310 △38.1 △124 － △99 － △790 －

19年11月期 501 △91.8 △3 － △55 － 11 △96.2

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

20年11月期 △34 40 － －

19年11月期 0 50 0 50

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

20年11月期 3,977 2,356 58.9 101 92

19年11月期 5,439 3,218 58.9 139 33

(参考) 自己資本 20年11月期 2,343百万円 19年11月期 3,203百万円
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 当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期はサブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ

経済の減速や金融資本市場の変動、原油価格の動向等から、景気の下振れリスクが高まる中、設備投資

や輸出が増加基調で推移し、緩やかな景気回復が続くと期待されていました。しかしながら下半期の世

界的な金融市場の混乱により、株価の急落および為替の急激な変動等が引き起こり、我が国において

も、企業収益・設備投資が大幅に減少し、雇用情勢が大幅に悪化するなどその深刻さは計り知れないも

のであり、景気の不透明感は一向に晴れる気配を見いだせない状況となりました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、登山用品販売部門におきましては伝統と信頼ある

「好日山荘」ブランドの普及・販売網の再構築、コーポレート・ガバナンスの充実による経営と統制の

強化を経営方針に掲げ、事業基盤の強化と収益の確保に努めてまいりました。 

 また、不動産事業部門におきましては不動産市況の急激な悪化のもと保有不動産の早期資金化に努め

てまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は売上高8,887百万円（前年同期比0.3％減）、営業損失207百万円

（前年同期営業利益428百万円）、経常損失253百万円（前年同期経常利益379百万円）、当期純損失648

百万円（前年同期当期純利益242百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 登山用品販売事業 

 登山用品販売事業におきましては、団塊世代の退職やメタボリック健診の導入を背景に、中高年層を

中心に健康志向が高まったことや、富士登山や屋久島トレッキングなどのブームが牽引し若年客層の増

加等追い風となる要因もありました。消費支出が減少する状況下におきましても、オートキャンプを中

心としたアウトドアブームが発生した経緯もあり、登山用品やキャンプ用品の販売は比較的影響を受け

にくく、消費動向は堅調に推移いたしました。 

 このような状況の中、収益性をさらに強化し経営基盤をより強固なものとしていくため、当連結会計

年度において、当社グループとして初となる百貨店への出店を含む新規出店（３店舗）、店舗リニュー

アル（８店舗）、移転新設（２店舗）を行い、店舗販売力の強化を実施しました。当連結会計年度末時

点で店舗数は33店、ウェブショップ１店となりました。 

 また、平成20年11月30日現在で会員数が約35万４千人となった「好日山荘メンバーズカード」によ

り、顧客の来店履歴、購買履歴等の分析を開始し、特典サ－ビス等を実施してまいりました。 

 さらに、通信販売事業を中核事業へ育成するため、ウェブショップにおきましても、リアル店舗で培

った販売分析を基に掲載するブランド・アイテム数の増加等を行い、ウェブサイトの充実を図り通信販

売事業の強化を実施しました。 

 以上の結果、当連結会計年度における登山用品販売事業は、売上高7,771百万円（前年同期比9.8％

増）、営業利益523百万円（同50.5％増）と増収増益となりました。 

② 不動産事業 

 不動産事業におきましては、第３四半期以降、過去に経験のない急激な市況の落ち込みを受け、不動

産価格が大幅に下落したため、販売用不動産については、仕入時には価値下落リスクが少ないと思われ

た稀少物件ですら需要が瞬く間に消滅したため、その対応を迫られました。当社グループといたしまし

ては、不動産市況の先行きは今後も下落傾向にあると判断し、保有販売用不動産の処分・資金化を優先

して、販売予定価格を大幅に下回る価格で売却をいたしました。 

 また、販売用不動産を含む棚卸資産に「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用し、販売用不

動産につきましても当連結会計年度末現在の正味売却可能価額により評価することとしたため、低価評

１ 経営成績

(1）経営成績に関する分析
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価損224百万円を計上いたしました。 

 さらに、旧好日山荘店舗不動産の賃貸事業等におきましても、景気低迷の影響により賃貸先の倒産や

撤退、賃料の値下げおよび地価下落などにより、保有不動産の減損損失等の特別損失が認識されるにい

たりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における不動産事業は、売上高1,155百万円（前年同期比15.4％減）、

営業損失394百万円（前年同期営業利益51百万円）となりました。 

③ その他事業 

 その他事業におきましては、中国の景気減退がオリンピック後に加速したことに加え、世界的な経済

の急激な減速が東南アジア諸国を直撃する形となり、為替相場や事業環境が急激に悪化した影響を受

け、中国国内のコンサルティング事業の売上が低迷し、今期予定していた売上が見込めなくなったこと

等の影響がありました。 

 以上の結果、当連結会計年度におけるその他事業は、売上高126百万円（前年同期比82.9％減）、営

業利益32百万円（同0.5％増）となりました。 

  

【次期の見通し】 

 次期の見通しにつきましては、世界的な金融危機による景気後退が長期化・深刻化するとの見方があり、

経営環境は非常に厳しい状況が続くものと考えております。 

 登山用品販売事業は、景気低迷下でも比較的その影響を受けにくく、登山関連の市場は安定していると予

測しております。また、当連結会計年度に新規出店３店舗、10店舗の店舗リニューアルや移転新設を実施し

たことによる収益増や、今後予定している新規出店・店舗移転新設による増収も見込めるものと予想してお

ります。 当事業は「新たなる需要を開拓しよう」を事業方針とし、登山やトレッキングブームに合わせた

新規顧客の開拓や関連業種企業との業務提携および新業態店舗の出店等を推進してまいります。次期におけ

る当事業の売上高は8,550百万円、営業利益は535百万円を見込んでおります。 

 不動産事業につきましては、不動産市況の先行きは今後も下落傾向にあると判断し、当連結会計年度中に

販売用不動産にも「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用し、期末現在の正味売却可能価額で評価

替えを済ませると同時に、当連結会計年度末現在の保有販売用不動産については早期の売却を予定しており

ます。次期は物件保有リスクを避け、アセットマネジメント業務や不動産取引に関わるコンサルティング業

務などによる手数料収入を主な売上といたします。 

 その他事業におきましては、世界的な経済の急激な減速と、為替相場や事業環境が急激に悪化した影響を

受け、東南アジアおよび中国国内におけるコンサルティング事業は厳しい状況が続くと予想しており、コス

トを削減し事業を縮小してまいります。 

 当社グループは、当連結会計年度において保有不動産の資金化や、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

の早期適用および店舗不動産の減損損失計上など実態に応じた会計処理を実施し、次期以降に負の遺産を引

き継ぐことがないようにしており、次期においては好調な登山用品販売事業を核として益々業容を拡大でき

るよう努めてまいります。 

 平成21年11月期の連結業績予想につきましては、不安定な経済状況や消費動向および株式、不動産市況の

動向を勘案し慎重に予測を行い、売上高9,895百万円（前年同期比111.3％増）、営業利益366万円（前年同

期営業損失207百万円）、経常利益319百万円（前年同期経常損失253百万円）、当期純利益140百万円（前年

同期当期純損失648百万円）を見込んでおります。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 流動資産につきましては、主に現金及び預金の減少や貸倒引当金を計上したことなどにより、前連結

会計年度末（以下、「前期末」といいます。）に比べ727百万円減少し4,822百万円となりました。  

 固定資産につきましては、主に「固定資産の減損に係る会計基準」に基づく保有不動産およびのれん

の減損損失の計上や長期貸付金の回収などにより、前期末に比べ513百万円減少し2,623百万円となりま

した。  

（負債）  

 流動負債につきましては、主に子会社における支払手形や買掛金、未払費用等が増加したことによ

り、前期末と比べ358百万円増加し3,932百万円となりました。  

 固定負債につきましては、主に長期借入金の返済などにより、前期末に比べ641百万円減少し846百万

円となりました。  

（純資産）  

 純資産につきましては、当期純損失による利益剰余金の減少や少数株主持分が減少したことなどによ

り、前期末に比べ958百万円減少し2,666百万円となりました。  

② キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ947百万円

減少し、当連結会計年度末には1,184百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況および主な要因は以下のとおりです。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の減少は、193百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失720百

万円や前渡金229百万円の増加および法人税等の支払額210百万円等があったことや、仕入債務276百万

円および未払費用180百万円が増加したこと等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）  

 投資活動による資金の減少は、36百万円となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得によ

る支出147百万円、敷金・保証金の差入による支出235百万円があったことや、貸付金の回収による収入

132百万円、敷金・保証金の返還による収入121百万円等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）  

 財務活動による資金の減少は、718百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入504百万

円があったことや、長期借入金の返済による支出1,086百万円等によるものであります。 

  

(2）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

（注１）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。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。  

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。また、利払いについては、

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。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照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と

しております。 

  

当社グループは、中長期的な会社の経営戦略に基づく積極的な事業展開のために、株主資本の増加・

充実を図りつつ、株主の皆様に安定的に適正な利益還元を継続的に行うことを利益配分の基本方針とし

ております。  

 本方針のもと、当期連結業績予想および中期事業計画における収益見通し等を勘案し、当連結会計年

度末の配当金は１株当たり３円の配当を予定しておりましたが、当期純損失の計上を余儀なくされるこ

ととなったため、誠に遺憾ながら、無配とさせていただく予定であります。 

 次期の配当につきましては、内部留保を行い財務体質を改善するため無配とさせて頂きますが、早期

の復配に向けてグループ一丸となって努力をしてまいります。 

  

平成18年11月期 平成19年11月期 平成20年11月期

自己資本比率（％） 34.3 39.1 35.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

76.8 56.0 40.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

290.1 － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

10.2 － －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績、財政状態および株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよう

なものがあります。 

① 金利変動について  

 当社グループの金融機関からの借入には、変動金利による借入が含まれており、これに係る支払利息

は金利動向に影響を受けます。金利変動が財政状態および経営成績に及ぼす影響を軽減するために、一

部については金利スワップ契約によりヘッジをしておりますが、大幅な金利の上昇等は財政状態および

経営成績に影響を与える影響があります。  

② 不動産市況の動向について 

 当社グループは、不動産事業において不動産販売業務、アセットマネジメント業務および不動産取引

に関するコンサルティング業務を行っておりますが、地価の下落、税制の変更等による不動産市況の変

化の影響を受けやすく、これらの事態が生じた場合、経営成績に影響を与える可能性があります。 

③ 個人情報 

 当社グループは、様々な顧客サービスやダイレクトメールによる販売促進を実施するため、多くの顧

客情報を取り扱っております。当社グループとしましては、コンプライアンス規程の充実を図り、社内

教育を行う等の顧客情報の管理に努めてまいりますが、今後顧客情報流出等が起こった場合、経営成績

に影響を与える可能性があります。  

④ 天候について 

 当社グループは、登山用品およびアウトドア用品の販売を主な事業としておりますが、いずれの事業

も天候による売上高への影響は多大であります。そのため、冷夏、暖冬等の異常気象や豪雨や台風によ

る自然環境やフィールド条件の悪化等は、経営成績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 出店エリアの拡大について 

 当社グループは、登山用品販売事業において有望な市場への積極的な出店を予定しております。しか

し、当社グループが、現在に至るまで出店していなかった地域も含まれているため、商圏、市場、競合

の状況等について充分な調査を行うとはいえ、認知度の向上による顧客の増加、地域性に合った品揃え

の充実による販売力の向上等を達成できるまでの期間、予定どおりの売上高を確保できない場合があ

り、経営成績に影響を与える可能性があります。  

  

(4）事業等のリスク
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 当社グループは、持株会社である当社および主として登山用品の販売事業を行う株式会社好日山荘、不動

産事業を行うカーネル・キャピタル株式会社、国内外のコンサルティング事業を行う中華資源集團有限公司

の子会社３社のほか、持分法適用会社２社により構成されております。  

  

 

なお、 近の有価証券報告書（平成20年２月28日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がな

いため、「関係会社の状況」の開示を省略します。 

２ 企業集団の状況
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当社グループは、「すべてのグループ会社・店舗および社員が常に時代に適応した進化を遂げ、お客

様や社会に愛され支持される企業グループとなる」ことを企業理念としております。この理念に基づく

経営方針は以下のとおりであります。  

 ① 常に地球環境を意識し、「EconomyとEcologyの調和」に貢献します。  

 ② レジャーを通じて、豊かなライフスタイルを提案します。  

 ③ 活力ある組織から、常に新たな価値を創造します。  

 ④ 透明かつ誠実な経営に努め、信頼される企業グループを目指します。  

 ①から④を実現することにより、顧客満足度の充足を限りなく高め、企業活動の成果である企業価値

の向上を図ることにより、当社グループを支持していただいている株主・顧客・取引先の皆様の期待に

お応えしていくことを目標としております。 

  

当社グループは、経営資源の 適配分と時代に適応した機動力のある経営を実現することにより、収

益性、資本効率性の向上を追求します。経営指標としてＲＯＥ（純資産当期純利益率）１５％を目標と

しております。 

  

① 伝統と信頼ある「好日山荘」ブランドの普及に努め、販売網の再構築と、更なるバリューアップを

図ります。  

② 新たなサービスやイベントの提案、高付加価値商品の提供などを通じて、登山用品販売事業の顧客

層拡大と顧客満足度の 大化に努力します。  

③ 当社登山関連事業を補完する事業提携により、経営資源の有効活用および事業シナジーを追及し、

コージツグループの事業拡大を推進します。 

④ コーポレート・ガバナンスの充実を図り、スピードある経営と統制の強化を両立し、常に進化を続

ける企業グループを目指します。 

  

登山用品販売事業におきましては、好日山荘ブランドの強化や販売チャネルの再構築による集客力の

向上、新規顧客層の獲得による売上増加、コスト見直しによる利益率改善などを通じて、継続的な収益

拡大を目指してまいります。  

 不動産事業におきましては、保有販売不動産を早期売却し、アセットマネジメント業務や不動産取引

に関わるコンサルティング業務などによる手数料収入を中心とした事業展開を目指します。 

 また、持株会社体制のもと、登山用品販売事業を軸に迅速かつ積極的な事業展開を実施し、コージツ

グループの企業価値向上に努めてまいります。  

  

① 内部管理体制の整備状況  

コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその

整備状況」において記載しております。 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況  

金融商品取引法による内部統制報告制度へ対応し、さらなる内部管理体制の充実を図るため、内部

統制システム基本方針の改訂を行っております。その方針のもと業務棚卸しによる規程、マニュアル

等の整備を行っております。また内部統制整備の状況は逐次監査法人に報告され、改善点などの指摘

をフィードバックしております。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2）目標とする経営指標

(3）中長期的な会社の経営戦略

(4）会社の対処すべき課題

(5）内部管理体制の整備・運用状況
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 また子会社においても、定期的協議、必要に応じた情報交換を行い内部統制整備に注力しており

ます。特に経理体制および商品管理を強化するために本部及び全店舗に新経理システム、新在庫管理

システムの導入を行っており平成21年11月期前半の稼動を予定しております。 

  

当社グループは、株式会社好日山荘が中心となり、大都市近郊の野山における植林活動や登山道の

整備等のボランティア活動を積極的に行っております。 

(6）ＣＳＲへの取組み
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年11月30日)

当連結会計年度 

(平成20年11月30日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 2,151,600 1,214,092

 ２ 売掛金 140,162 213,924

 ３ たな卸資産 ※２ 2,255,992 2,205,179

 ４ 前渡金 ※２ 503,007 732,484

 ５ 繰延税金資産 173,198 100,292

 ６ その他 326,650 471,792

 ７ 貸倒引当金 △210 △115,096

  流動資産合計 5,550,402 63.9 4,822,669 64.8 △727,732

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※２ 1,275,418 1,271,617

    減価償却累計額 ※１ 749,138 526,280 789,108 482,509

  (2) 工具、器具及び備品 202,154 273,347

    減価償却累計額 ※１ 111,584 90,569 157,562 115,785

  (3) 土地 ※２ 1,147,113 1,032,476

  (4) その他 8,209 8,442

    減価償却累計額 ※１ 1,536 6,673 4,184 4,257

   有形固定資産合計 1,770,637 20.4 1,635,028 22.0 △135,608

 ２ 無形固定資産

  (1) 電話加入権 6,738 6,738

  (2) ソフトウェア 21,094 20,506

  （3）ソフトウェア仮勘定 ― 14,350

  (4) のれん 147,826 ―

   無形固定資産合計 175,658 2.0 41,594 0.6 △134,064

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※５ 163,646 133,910

  (2) 長期貸付金 166,900 ―

  (3) 敷金・保証金 675,701 804,188

  (4) 繰延税金資産 1,356 744

  (5) その他
※５ 

※６
183,070 7,683

   投資その他の資産合計 1,190,674 13.7 946,526 12.7 △244,148

  固定資産合計 3,136,971 36.1 2,623,149 35.2 △513,821

  資産合計 8,687,373 100.0 7,445,819 100.0 △1,241,554
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前連結会計年度 

(平成19年11月30日)

当連結会計年度 

(平成20年11月30日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 1,296,454 1,573,223

 ２ 短期借入金 ※２ 720,000 650,000

 ３ １年以内返済予定長期 

   借入金
※２ 917,930 914,082

 ４ 未払費用 225,207 406,054

 ５ 未払法人税等 141,478 57,639

 ６ 賞与引当金 23,894 3,919

 ７ 役員賞与引当金 27,511 24,067

 ８ 偶発損失引当金 ― 53,708

 ９ 事業構造改善引当金 40,424 ―

 10 ポイント引当金 30,136 32,966

 11 その他 150,783 217,030

  流動負債合計 3,573,821 41.1 3,932,691 52.8 358,869

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 1,373,172 795,440

 ２ 偶発損失引当金 ― 3,400

 ３ 事業構造改善引当金 16,000 ―

 ４ その他 99,066 47,891

  固定負債合計 1,488,238 17.1 846,731 11.4 △641,506

  負債合計 5,062,059 58.3 4,779,422 64.2 △282,637

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,821,160 21.0 1,821,160 24.5 ―

 ２ 資本剰余金 906,000 10.4 906,000 12.2 ―

 ３ 利益剰余金 715,183 8.2 △2,188 0.0 △717,371

 ４ 自己株式 △38,299 △0.4 △38,802 △0.5 △502

  株主資本合計 3,404,044 39.2 2,686,169 36.1 △717,874

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ 為替換算調整勘定 △3,614 △50,482 △46,868

  評価・換算差額等合計 △3,614 △0.0 △50,482 △0.7 △46,868

Ⅲ 新株予約権 15,078 0.2 13,300 0.2 △1,778

Ⅳ 少数株主持分 209,805 2.4 17,409 0.2 △192,395

  純資産合計 3,625,313 41.7 2,666,396 35.8 △958,916

  負債純資産合計 8,687,373 100.0 7,445,819 100.0 △1,241,554
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成18年12月１日

 至 平成19年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年12月１日

 至 平成20年11月30日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 8,917,650 100.0 8,887,714 100.0 △29,935

Ⅱ 売上原価 ※２ 5,631,017 63.1 6,092,360 68.5 461,342

  売上総利益 3,286,632 36.9 2,795,354 31.5 △491,278

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,857,976 32.0 3,002,994 33.8 145,017

  営業利益又は損失(△) 428,656 4.8 △207,639 △2.3 △636,295

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,077 6,714

 ２ 持分法による投資利益 23,007 14,824

 ３ 雑収入 27,493 36,835

 ４ その他 ― 62,579 0.7 1,086 59,459 0.7 △3,119

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 40,160 95,890

 ２ 株式交付費 60,562 ―

 ３ 雑損失 11,076 9,179

 ４ その他 428 112,227 1.3 ― 105,069 1.2 △7,157

  経常利益又は損失(△) 379,007 4.3 △253,249 △2.8 △632,257

Ⅵ 特別利益

 １ 偶発損失引当金戻入益 ― 1,770

 ２ 事業構造改善引当金 

   戻入益
7,323 ―

 ３ その他 2,892 10,216 0.1 2,938 4,708 0.1 △5,507

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※５ 7,552 269,547

 ２ 固定資産廃棄損 ※４ 2,661 22,188

 ３ 関係会社株式売却損 64,599 ―

 ４ 偶発損失引当金繰入額 ― 14,405

 ５ 退店特別損失 ※３ 40,201 16,246

 ６ 貸倒引当金繰入額 ― 114,723

 ７ 貸倒損失 ― 1,088

 ８ 訴訟関連費用 ― 32,944

 ９ その他 ― 115,015 1.3 1,069 472,213 5.3 357,198

   税金等調整前当期純利益 

    又は純損失(△)
274,208 3.1 △720,755 △8.1 △994,963

   法人税、住民税 

   及び事業税
171,529 46,510

   法人税等調整額 △174,555 △3,026 △0.0 73,518 120,028 1.3 123,054

    少数株主利益 

    又は損失(△)
35,114 0.4 △192,395 △2.2 △227,510

   当期純利益 

    又は純損失(△)
242,119 2.7 △648,388 △7.3 △890,507
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(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年11月30日残高(千円) 1,065,160 150,000 520,937 △3,430 1,732,668

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 756,000 756,000 1,512,000

 剰余金の配当 △47,874 △47,874

 当期純利益 242,119 242,119

 自己株式の取得 △34,869 △34,869

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

756,000 756,000 194,245 △34,869 1,671,375

平成19年11月30日残高(千円) 1,821,160 906,000 715,183 △38,299 3,404,044

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年11月30日残高(千円) ― ― ― ― 1,732,668

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,512,000

 剰余金の配当 △47,874

 当期純利益 242,119

 自己株式の取得 △34,869

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△3,614 △3,614 15,078 209,805 221,269

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△3,614 △3,614 15,078 209,805 1,892,644

平成19年11月30日残高(千円) △3,614 △3,614 15,078 209,805 3,625,313
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当連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年11月30日残高(千円) 1,821,160 906,000 715,183 △38,299 3,404,044

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △68,983 △68,983

 当期純損失（△） △648,388 △648,388

 自己株式の取得 △502 △502

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

― ― △717,371 △502 △717,874

平成20年11月30日残高(千円) 1,821,160 906,000 △2,188 △38,802 2,686,169

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成19年11月30日残高(千円) △3,614 △3,614 15,078 209,805 3,625,313

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △68,983

 当期純損失（△） △648,388

 自己株式の取得 △502

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△46,868 △46,868 △1,778 △192,395 △241,042

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△46,868 △46,868 △1,778 △192,395 △958,915

平成20年11月30日残高(千円) △50,482 △50,482 13,300 17,409 2,666,396
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度

(自 平成18年12月１日

 至 平成19年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年12月１日

 至 平成20年11月30日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純損益 274,208 △720,755

   減価償却費 156,973 159,349

   株式報酬費用 16,030 ―

   のれん償却額 8,054 7,725

   減損損失 7,552 269,547

   偶発損失引当金の増減額（減少：△） ― 683

   事業構造改善引当金の増減額(減少：△) △8,538 3,369

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 41 114,886

   ポイント引当金の増減額(減少：△) △531 2,829

   賞与引当金の増減額(減少：△) 31,090 △19,975

   役員賞与引当金の増減額(減少：△) 27,511 △3,443

   受取利息及び受取配当金 △12,077 △6,714

   支払利息 40,160 95,890

   持分法による投資損益（益：△） △23,007 △14,824

   株式交付費 60,562 ―

   固定資産廃棄損 2,661 22,188

   関係会社株式売却損 64,599 ―

   売上債権の増減額(増加：△) △27,616 △73,762

   たな卸資産の増減額(増加：△) △1,223,148 50,813

   前渡金の増減額(増加：△) △503,007 △229,936

   未収入金の増減額(増加：△) 37,360 △28,386

   仮払金の増減額(増加：△) △35,515 32,459

   仕入債務の増減額(減少：△) 28,162 276,769

   未払費用の増減額(減少：△) 85,787 180,385

   未払消費税等の増減額(減少：△) 6,862 △21,571

   営業貸付金の増減額(増加：△) △34,100 ―

   その他増減額(減少：△) △40,084 1,960

     小計 △1,060,008 99,488 1,159,496

   利息及び配当金の受取額 11,219 6,997

   利息の支払額 △47,273 △90,045

   法人税等の支払額 △115,521 △210,128

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,211,583 △193,688 1,017,895
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前連結会計年度

(自 平成18年12月１日

 至 平成19年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年12月１日

 至 平成20年11月30日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形・無形固定資産の取得による支出 △352,948 △147,453

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 

   による支出
※２ △21,039 ―

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 

   による収入
※３ 112,326 ―

   関係会社株式取得による支出 △145,125 ―

   敷金・保証金の差入れによる支出 △98,127 △235,695

   敷金・保証金の返還による収入 245,665 121,810

   建設協力金の返還による収入 45,892 30,228

   預り保証金の返還による支出 △38,907 △6,379

   預り保証金の受入による収入 11,400 ―

   貸付けによる支出 △786,900 △74,825

   貸付金の回収による収入 780,000 132,130

   その他 △91,630 144,072

  投資活動によるキャッシュ・フロー △339,395 △36,113 303,282

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(減少：△) 720,000 △70,000

   長期借入れによる収入 2,008,335 504,800

   長期借入金の返済による支出 △983,065 △1,086,380

   自己株式の取得による支出 △34,869 △502

   配当金の支払額 △47,874 △66,679

   株式の発行による収入 1,449,792 ―

   新株予約権発行による収入 122,900 ―

   新株予約権取得・消却による支出 △123,900 ―

   その他 △44,150 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,067,167 △718,762 △3,785,930

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 1,015 1,015

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額) 1,516,188 △947,548 △2,463,736

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 615,392 2,131,580 1,516,188

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,131,580 1,184,032 △947,548
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１ 連結の範囲に関する事項 イ 連結子会社の数     ３社

  主要な連結会社の名称

  株式会社好日山荘、カーネル・キ

ャピタル株式会社、中華資源集團

有限公司

イ 連結子会社の数     ３社

  主要な連結会社の名称

同左

ロ 株式会社好日山荘は会社分割によ

る設立により、カーネル・キャピタ

ル株式会社、中華資源集團有限公司

は株式の取得により、連結の範囲に

含めております。株式会社コージツ

フィッシングは平成19年４月27日を

もって株式の売却により、連結の範

囲から除外となります。

―

ハ 非連結子会社の名称等

  該当事項はありません。

ハ 非連結子会社の名称等

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

イ 持分法適用の関連会社の数 ２社

  主要な会社の名称

  カーネルミッドウェイ合同会社、

SONIX THAI CORPORATION CO.,LTD

イ 持分法適用の関連会社の数 ２社

  主要な会社の名称

同左

ロ カーネル・キャピタル株式会社が

新たにカーネルミッドウェイ合同会

社を設立したことにより、および中

華資源集團有限公司がSONIX 

THAI CORPORATION CO.,LTDの株式を

取得したことにより、持分法適用の

関連会社に含めております。

―

ハ 持分法適用会社のうち、事業年度

が連結会計年度と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る計算書

類、もしくは四半期決算数値を使用

しております。

ハ 持分法適用会社のうち、事業年度

が連結会計年度と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る計算書

類、もしくは四半期仮決算数値を使

用しております。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の事業年度の末日は、中

華資源集團有限公司が９月30日であ

り、中華資源集團有限公司以外の連結

子会社の事業年度の末日は、当社の連

結会計年度の末日と一致しておりま

す。また、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。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

  連結決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算定)

イ 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

  移動平均法に基づく原価法

  時価のないもの

同左

ロ たな卸資産 ロ たな卸資産

原価法
 (収益性の低下による簿価切下の方法）

  商品 

   総平均法による原価法

  商品 

   総平均法

  販売用不動産 

   個別法による原価法

  販売用不動産 

   個別法

  貯蔵品 

   終仕入原価法による原価法

  貯蔵品 

   終仕入原価法

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 有形固定資産

  定率法

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ８年～47年

構築物 10年～30年

工具、器具及び備品 ３年～15年

車両運搬具 ５年～６年

イ 有形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

  定額法

  なお、自社利用のソフトウェアに

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

ロ 無形固定資産

同左

  

 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法

ハ 長期前払費用 

  定額法

株式交付費

 支出時に全額費用処理しておりま

す。

ハ 長期前払費用

同左

―
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項目
前連結会計年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 (4) 重要な引当金の計上基

準

イ 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権についは個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 役員賞与引当金

  一部の連結子会社は、役員に対し

て支給する賞与の支出に備えるため

に、役員賞与支給見込額のうち当連

結会計年度に負担すべき額を計上し

ております。

ロ 役員賞与引当金

同左

― ハ 偶発損失引当金

  事業構造改善に伴い、今後発生が

見込まれる店舗閉鎖損などについて

合理的な見積もり額を計上しており

ます。

ニ 事業構造改善引当金

  事業構造改善に伴い、今後発生が

見込まれる店舗閉鎖損などについて

合理的な見積もり額を計上しており

ます。

―

ホ 賞与引当金

  当社および当社国内連結子会社の

従業員の賞与支給に備えるために、

賞与支給見込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額を計上しておりま

す。

ホ 賞与引当金

同左

ヘ ポイント引当金

  販売促進を目的とする「好日山荘

メンバーズカード」制度に基づき、

顧客へ付与したポイントの将来の利

用に備えるため、過去の利用実績率

により、将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。

ヘ ポイント引当金

同左

 (5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 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および負

債、収益および費用は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算しており

ます。

同左

 (6) 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。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 (7) 重要なヘッジ会計の方

法

イ ヘッジ会計の方法

  金利スワップ取引については、特

例処理の要件を満たしているため、

特例処理を採用しております。

イ ヘッジ会計の方法

同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ 

  ヘッジ対象・・・借入金の利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ ヘッジ方針

  社内ルールに基づき、金利変動リ

スクをヘッジしております。

ハ ヘッジ方針

同左

ニ ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップ取引については、特

例処理を採用しているため、有効性

の評価を省略しております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (8) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ 消費税等の処理方法

  当社および株式会社好日山荘なら

びに株式会社コージツフィッシング

の消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっており、カーネ

ル・キャピタル株式会社の消費税お

よび地方消費税の会計処理は税込方

式によっております。

  また、控除対象外消費税および地

方消費税は、当連結会計年度の費用

として処理しております。

イ 消費税等の処理方法

  消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

  また、控除対象外消費税および地

方消費税は、当連結会計年度の費用

として処理しております。

ロ 連結納税制度の適用

  連結納税制度による申請を実施

し、税額計算を行っております。

ロ 連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用しておりま

す。

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんの償却については20年間の定

額法により償却を行っております。

同左

７ 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、随時引き出し可能な預金

および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

負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなってお

ります。

同左
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(6) 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

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(企業結合に係る会計基準)

 当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

(企業会計審議会 平成15年10月31日)および「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号)ならびに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企

業会計基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準適

用指針第10号)を適用しております。なお、この変更に

よる損益に与える影響はありません。

―――

(ストック・オプション等に関する会計基準)

 当連結会計期間より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27

日)および「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年

５月31日)を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益が16,030千円、税金等

調整前当期純利益が15,078千円減少しております。

―――

(有形固定資産の減価償却方法)

 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)および(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号)に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しており

ます。 

 これにより、営業利益、経常利益、および税金等調整

前当期純利益が3,418千円減少しております。

―――

(役員賞与に関する会計基準)

 当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益が27,511千円減少しております。 

 

―――

――― (棚卸資産の評価に関する会計基準)

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号)を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上

総利益が232,302千円少なく、営業損失、経常損失が

232,302千円、税金等調整前当期純損失が232,302千円、

当期純損失が232,302千円それぞれ多く計上しておりま

す。 

 

――― (売上原価について)

 ホールディングカンパニーおける原価管理の厳格化に

伴い、従来販売費及び一般管理費に含めていた間接費用

のうち原価性を有すると認められる費用について、当連

結会計年度より「売上原価」に表示しております。 

 これにより、当連結会計年度における売上総利益は、

従来の方法によった場合に比べて、40,726千円少なく計

上しております。なお、営業損失に与える影響はありま

せん。
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前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

――― （連結貸借対照表）

 前連結会計年度において、「事業構造改善引当金」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「偶発

損失引当金」と表示しております。 
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(追加情報)

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(転貸不動産の取扱いについて)

 従来営業外収益および営業外費用として処理してきた

転貸不動産収入および転貸不動産賃借料につきまして

は、グループ事業の再編等に伴い金額的重要性が増して

きたことから当連結会計年度より事業区分の変更を行

い、営業外収益「転貸不動産収入」および営業外費用

「転貸不動産賃借料」は、それぞれ売上高および売上原

価に含めております。

 この結果、当連結会計年度における売上高および売上

原価は、前連結会計年度と同一の方法によって計上され

た金額に対し、それぞれ265,543千円、189,292千円多

く、営業利益は76,251千円多く計上されております。

 なお、経常利益および税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。

―――

(連結納税制度の適用について)

 当連結会計年度より連結納税制度による納税の申請を

実施し、税額計算を行っております。この変更に伴い従

来の方法によった場合と比べ、法人税、住民税及び事業

税は154,287千円少なく、当期純利益は154,287千円多く

計上されております。 

 

―――

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

―――

―――

 

  

 

  

 

 

(有形固定資産の減価償却の方法について)

 法人税法の改正（所得税等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号）

に伴い、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した翌年度から５年間で均等償却する方法によってお

ります。 

 なお、この変更に伴う営業損失、経常損失および税金

等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。

(訴訟の経過について)

1. 平成20年１月11日付で、東京地方裁判所に対し、株

式会社Sea Capital（代表者：代表取締役谷口雅之 住

所：東京都港区新橋４丁目５番１号）を被告として、債

務不存在の訴訟を提起し、同日、平成20年（ワ）第506

号事件として受付されました。これに対して、被告であ

る株式会社Sea Capitalから、平成20年２月15日付で反

訴が提起され、第１回口頭弁論が平成20年３月21日に東

京地方裁判所第610号法廷で行われました。 

(1)訴訟を提起した経緯  

 当社元社員（元執行役員経理部長）が、東京都千代田

区所在の土地を対象とした売買契約書（平成19年７月11

日付）を偽造し売買契約を無権限で行いました。当社は

買主である株式会社Sea Capitalに対して当該売買契約

は当然に無効である旨を通知いたしました。しかしなが

ら、株式会社Sea Capitalは一方的に違約金の支払いを

請求し、当社銀行預金の一部に仮差押をいたしましたの

で、当社は上記訴訟を提起いたしました。 
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前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(2) 訴訟の趣旨  

 原被告間の平成19年７月11日土地売買契約の解除に基

づく金20億704万円の違約金支払債務を負担していない

ことを確認する。  

(3) 反訴の趣旨  

 反訴原告（株式会社Sea Capital）に対し、20億704万

円およびこれに対する平成19年11月22日から支払済みま

で年６分の割合による金員を支払え。  

(4) 今後の見通し  

 現在、係争中でありますが、当該契約は当然に無効で

あるものと確信しております。 しかし、訴訟の推移に

よっては、当社の経営成績に影響をおよぼす可能性はあ

るものの、現時点においては、顧問弁護士等の意見をも

とに、当社には違約金支払債務は存在しないものと確信

しております。  

(5) 当該訴訟に関連して当連結会計年度に発生した費用

は32,944千円となり、特別損失の訴訟関連費用に含めて

おります。  

2. 仮差押の解除について  

 株式会社Sea Capitalの申立てにより、当社の銀行預

金の一部になされていた仮差押は、平成20年５月13日に

東京法務局に対して、仮差押解放金２億円を供託し、翌

５月14日に東京地方裁判所に対して仮差押執行取消の申

立てを行い、同日、仮差押が取り消されました。  

 仮差押解除金額  154,645千円 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成19年11月30日)

当連結会計年度 
(平成20年11月30日)

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めてお

ります。

※１          同左

 

※２ 担保提供資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

千円

販売用不動産 876,329

建物 105,097

土地 925,412

定期預金 20,020

  計 1,926,858

   担保付債務は次のとおりであります。

千円

短期借入金 650,000

長期借入金 
(一年以内返済予定 
長期借入金を含む)

1,410,814

  計 2,060,814

 

 

※２ 担保提供資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

千円

販売用不動産 948,931

建物 86,962

土地 1,032,474

定期預金 20,060

前渡金 606,000

 計 2,694,427

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金
千円

650,000

長期借入金
(一年以内返済予定 
長期借入金を含む)

1,455,452

 計 2,105,452

 ３ 偶発債務

   提起訴訟に関連する偶発債務につきましては、重

要な後発事象に記載しているとおりであります。

 ３ 偶発債務

   提起訴訟に関連する偶発債務につきましては、追

加情報に記載しているとおりであります。

 ４ 当座貸越契約について

   当社グループは、設備投資および運転資金の効率

的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく当期末の借

入未実行残高は以下のとおりです。

千円

当座貸越契約総額 800,000

借入実行残高 ―

差引額 800,000

 ４ 当座貸越契約について

   当社グループは、設備投資および運転資金の効率

的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく当期末の借

入未実行残高は以下のとおりです。

千円

当座貸越契約総額 700,000

借入実行残高 ―

差引額 700,000

※５ 非連結子会社および関係会社に対するものは次の

とおりであります。

千円

投資有価証券(株式) 163,646

その他(出資金) 3,899

※５ 非連結子会社および関係会社に対するものは次の

とおりであります。

千円

投資有価証券(株式) 133,910

その他(出資金) 748

※６ 仮差押預金について

   仮差押になっている預金は、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示してあります。

  内訳は次のとおりです。

千円

株式会社三菱東京UFJ銀行 66,660

株式会社三井住友銀行 21,315

株式会社りそな銀行 66,670

  計 154,645

 

 ６         ―――           
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

千円

広告宣伝費 290,636

給与 683,919

地代家賃 621,596

ポイント引当金繰入額 35,148

貸倒引当金繰入額 6

賞与引当金繰入額 32,864

役員賞与引当金繰入額 27,511

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

千円

広告宣伝費 355,292

給与 725,075

地代家賃 617,361

賞与引当金繰入額 7,791

役員賞与引当金繰入額 24,067

 

 ２         ――― 

 

※３ 退店特別損失の内訳は次のとおりであります。

千円

事業構造改善計画見直しによる 
事業構造改善引当金繰入額

26,074

退店特別損失 11,103

その他 3,023

  計 40,201

 

※２ 棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次の

とおりであります。         

千円

売上原価 232,302

 ３         ―――            

 

 

※４ 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

千円

建物 1,712

構築物 948

  計 2,661

※４ 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

千円

建物 21,884

構築物 252

工具、器具及び備品 50

 計 22,188

 

※５ 減損損失

   当連結会計年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上いたしました。

用途 場所 種類 減損損失

電話加入権
本社 
(110回線)

無形固定資産 7,552千円

   電話加入権のうち、使用見込みのないものについ

て、遊休資産と捉え、回収可能価額が無いものとし

て減損損失を計上いたしました。

 

※５ 減損損失 

   当連結会計年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上いたしました。

用途 場所 種類

賃貸用不動産 奈良田原本町
建物及び構築物
土地

   市場の変化に伴う急激な不動産価格の低下によ

り、減損損失を計上いたしました。 

 その内訳は、建物及び構築物14,808千円、土地

114,637千円であります。

   当社が所有する関連会社株式について、超過収益

力の将来にわたる効果が見込まれなくなったため、

当連結会計年度においてのれん相当額の末償却残高

140,101千円を全額償却し、減損損失を計上いたし

ました。
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(注) １ 普通株式の発行済株式総数の増加7,200千株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加163千株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得

160千株、単元未満株式の買取りによる増加３千株であります。 

  

 
(注) 平成19年新株予約権の当連結会計年度増加数は、新株予約権の発行によるものであり、当連結会計年度減少

は、新株予約権の消却によるものであります。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 (注)１ 15,981 7,200 ― 23,181

合計 15,981 7,200 ― 23,181

自己株式

 普通株式 (注)２ 23 163 ― 186

合計 23 163 ― 186

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社 
(親会社)

平成19年新株予約権(注) 普通株式 ― 5,900 5,900 ― ―

ストック・オプションと 
しての新株予約権

― ― ― ― ― 15,078

合計 ― ― 5,900 5,900 ― 15,078

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月23日 
定時株主総会

普通株式 47,874 3 平成18年11月30日 平成19年２月26日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年２月26日 
定時株主総会

普通株式 68,983 利益剰余金 3 平成19年11月30日 平成20年２月27日
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

 
  

 
  

  

当連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 23,181 ― ― 23,181

合計 23,181 ― ― 23,181

自己株式

 普通株式  (注) 186 3 ― 190

合計 186 3 ― 190

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社
(親会社)

ストック・オプションと 
しての新株予約権

― ― ― ― ― 13,300

合計 ― ― ― ― ― 13,300

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年２月26日 
定時株主総会

普通株式 68,983 3 平成19年11月30日 平成20年２月27日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 

※１ 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19年11月30日現在)

千円

現金及び預金勘定 2,151,600

担保に供している定期預金 △20,020

現金及び現金同等物 2,131,580

※１ 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20年11月30日現在)

千円

現金及び預金勘定
預入期間が3ヶ月を越える定期預金

1,214,092
△10,000

担保に供している定期預金 △20,060

現金及び現金同等物 1,184,032

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

   株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産および負債の内訳ならびに株式取得価

額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおり

であります。

 (1) カーネル・キャピタル株式会社

 (平成18年12月１日現在) 千円

流動資産 212,054

固定資産 10,000

のれん 140,155

流動負債 △57,329

少数株主持分 △80,879

 株式の取得価額 224,000

 現金及び現金同等物 △211,784

 差引：取得のための支出 12,215

 ２         ―――

 (2) 中華資源集團有限公司

 (平成19年５月31日現在) 千円

流動資産 185,732

固定資産 6,070

のれん 41,884

流動負債 △4,098

少数株主持分 △70,389

 株式の取得価額 159,200

 現金及び現金同等物 △150,376

 差引：取得のための支出 8,823

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

  株式会社コージツフィッシング

 (平成19年５月31日現在) 千円

流動資産 473,805

固定資産 98,677

 資産合計 572,483

流動負債 305,051

固定負債 ―

 負債合計 305,051

 株式の売却価額 210,000

 現金及び現金同等物 △97,673

 差引：売却による収入 112,326

 ３         ―――
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場および事業形態を考慮して決定しております。

２ 各区分に属する主な事業の内容 

 
  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

登山用品 
販売事業 
(千円)

不動産事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,080,148 1,333,548 503,952 8,917,650 ― 8,917,650

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― 33,873 235,959 269,832 △269,832 ―

計 7,080,148 1,367,422 739,912 9,187,482 △269,832 8,917,650

  営業費用 6,732,119 1,315,510 667,325 8,714,956 △225,961 8,488,994

  営業利益(又は営業損失) 348,028 51,911 72,586 472,526 △43,870 428,656

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 2,564,768 5,283,966 2,792,099 10,640,834 △1,953,461 8,687,373

  減価償却費 134,313 5,061 4,753 144,128 ― 144,128

  資本的支出 233,567 16,895 16,709 267,172 ― 267,172

事業区分 事業内容

登山用品販売事業 店舗ならびにＷｅｂにおける登山用品およびアウトドア用品販売

不動産事業 不動産の賃貸、仲介、売買ならびに管理等

その他事業 経営コンサルティング等
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場および事業形態を考慮して決定しております。

２ 各区分に属する主な事業の内容 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(203,503千円）の主なものは、当社の管理

部門にかかる費用であります。 

  

  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産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。 

  

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

  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

当連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

登山用品 
販売事業 
(千円)

不動産事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,771,994 1,115,720 ― 8,887,714 ― 8,887,714

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― 39,905 126,160 166,065 △166,065 ―

計 7,771,994 1,155,626 126,160 9,053,780 △166,065 8,887,714

  営業費用 7,248,125 1,549,809 93,886 8,891,822 203,532 9,095,354

  営業利益(又は営業損失) 523,868 △394,183 32,273 161,957 △369,597 △207,639

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 2,943,587 3,086,820 2,570,348 8,600,757 △1,154,938 7,445,819

  減価償却費 135,258 1,286 7,321 143,866 ― 143,866

  減損損失 ― 230,804 38,743 269,547 ― 269,547

  資本的支出 185,543 173 6,635 192,352 ― 192,352

事業区分 事業内容

登山用品販売事業 店舗ならびにＷｅｂにおける登山用品およびアウトドア用品販売

不動産事業 不動産の賃貸、仲介、売買ならびに管理等

その他事業 経営コンサルティング等

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)及び 

当連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日）

３ 海外売上高

前連結会計年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

当連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日）
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 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

 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

額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却累 
計額相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具・器具 
及び備品

137,915 73,237 64,677

合計 137,915 73,237 64,677

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却累 
計額相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具・器具
及び備品

137,915 100,776 37,138

合計 137,915 100,776 37,138

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

千円

１年内 27,538

１年超 37,138

 計 64,677

(2) 未経過リース料期末残高相当額

千円

１年内 24,008

１年超 13,130

計 37,138

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

千円

支払リース料 27,538

減価償却費相当額 27,538

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

千円

支払リース料 27,538

減価償却費相当額 27,538

(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。なお、リース資産に配分され

た減損損失はありません。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左
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取引条件及び取引条件の決定方針等 

金利につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

  

  

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  
  

  

(関連当事者との取引)

前連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

  親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主
小杉産業 
株式会社

東京都 
中央区

6,436,427 衣料品販売 34.5％ ― ―
資金の貸付 800,000 ― ―

利息の受取 6,263 ― ―

当連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成19年11月30日)

当連結会計年度 
(平成20年11月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 千円

 繰越欠損金 675,960

 土地評価損 355,666

 事業構造改善引当金 22,959

 子会社株式 33,223

 未払賞与否認額 52,195

 未払事業税 26,789

 その他 51,392

繰延税金資産小計 1,218,185

評価性引当額 △1,039,561

繰延税金資産合計 178,624

繰延税金負債

 その他 4,069

繰延税金負債合計 4,069

繰延税金資産の純額 174,555

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 千円

繰越欠損金 611,480

有形固定資産 411,092

子会社株式 144,057

貸倒引当金 107,176

未払費用否認額 100,678

その他 61,898

繰延税金資産小計 1,436,381

評価性引当額 △1,335,344

繰延税金資産合計 101,036

繰延税金負債 ―

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 101,036

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.6

 (調整)

評価性引当額の純減少額 △65.8

法人住民税の均等割 3.5

税務上の繰越欠損金の利用 △25.3

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

5.2

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目

△7.0

持分法投資損益 △5.8

連結納税による影響額 54.0

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.0

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

  税金等調整前当期純損失のため、注記を省略してお

ります。
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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。 

該当事項はありません。 

  

  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成19年11月30日現在)

１ その他有価証券で時価のあるもの

２ 当連結会計年度に売却したその他有価証券(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

当連結会計年度(平成20年11月30日現在)

１ その他有価証券で時価のあるもの

２ 当連結会計年度に売却したその他有価証券(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)
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金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用しており、それ以

外の取引はないため、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(1) 取引の内容

  当社グループの利用しているデリバティブ取引は金

利スワップ取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

  当社グループのデリバティブ取引は、将来の金利の

変動リスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

 ① ヘッジ会計の計算方法

   金利スワップ取引については、特定処理の要件を

満たしているため特例処理を採用しております。

(3) 取引の利用目的

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段・・・・・金利スワップ

   ヘッジ対象・・・・・借入金の利息

 ③ ヘッジ方針

   社内ルールに基づき、金利変動リスクをヘッジし

ております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   金利スワップ取引については、特例処理を採用し

ているため、有効性の評価を省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

  金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、取引相手は、信用度の高い大

手金融機関に限定しておりますので、契約不履行に関

わる信用リスクはほとんどないものと判断しておりま

す。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスクの管理体制

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経

理担当部署が決済担当者の承認を得て行っておりま

す。

(5) 取引に係るリスクの管理体制

同左

２ 取引の時価に関する事項

前連結会計年度(平成19年11月30日)および当連結会計年度(平成20年11月30日)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

当連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)
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(注) ストック・オプションの数は株式数に換算して記載しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

当連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成18年２月24日定時株主総会決議
ストック・オプション

平成19年２月23日定時株主総会決議
ストック・オプション

付与対象者の区分 

及び人数

当社取締役 ８名

当社監査役 ４名

当社使用人及び顧問 106名

当社子会社役員及び従業員 22名

当社取締役 ５名

当社監査役 ３名

当社従業員及び顧問 14名

当社子会社役員、従業員及び顧問 32名

ストック・オプション数 普通株式 786,000株 普通株式 1,200,000株

付与日 平成18年４月24日 平成19年３月16日

権利確定条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利

行使において、当社、当社子会社もしく

は当社と協力関係にある取引先の取締

役、監査役および従業員のいずれかの地

位にあることを要する。ただし、任期満

了による退任、定年による退職、会社都

合による退職その他これに準ずる正当な

事由のある場合にはこの限りではない。

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利

行使時において、当社または当社子会社

の取締役、監査役、従業員および顧問の

いずれかの地位にあることを要する。た

だし、任期満了による退任、定年による

退職、会社都合による退職その他これに

準ずる正当な理由により当社取締役会が

承認した場合にはこの限りではない。

② 新株予約権の割当を受けた者が死亡し

た場合、相続人は行使することができな

い。

② 新株予約権の割当を受けた者が死亡し

た場合は、その死亡時において本人が行

使しうる新株予約権の数を上限として、

その死亡から６か月以内(ただし、新株

予約権の行使期間の末日までとする。)

の相続人の行使を認めるものとする。

③ 新株予約権の割当を受けた者は、割当

られた新株予約権の全部または一部につ

き行使することができる。ただし、一部

を行使する場合には、割当られた新株予

約権の整数倍の単位で行使するものとす

る。

③ 新株予約権の割当を受けた者は、割り

当てられた新株予約権個数の全部または

一部につき行使することができる。ただ

し、一部を行使する場合には、割り当て

られた新株予約権の整数倍の単位で行使

するものとする。

④ その他の条件については、当社と新株

予約権の割当を受ける者との間で締結し

て新株予約権割当契約に定めるところに

よる。

④ その他の条件については、当社と新株

予約権の割当を受ける者との間で締結し

て新株予約権割当契約に定めるところに

よる。

対象勤務期間

 権利確定条件において、権利行使時にお

ける条件があるため、対象勤務期間につい

ては規定しておりません。

同左

権利行使期間
平成20年３月１日から 

平成28年２月23日まで

平成19年４月１日から 

平成23年３月31日まで
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当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

  

 
  

  

 
  

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 

  

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

平成18年２月24日
定時株主総会決議 

ストック・オプション

平成19年２月23日 
定時株主総会決議 

ストック・オプション

権利確定前        (株)

 前連結会計年度末 713,000 ―

 付与 ― ―

 失効 101,000 ―

 権利確定 ― ―

 未確定残 612,000 ―

権利確定後        (株)

 前連結会計年度末 ― 1,077,000

 権利確定 612,000 ―

 権利行使 ― ―

 失効 14,000 127,000

 未行使残 598,000 950,000

② 単価情報

平成18年２月24日
定時株主総会決議 

ストック・オプション

平成19年２月23日 
定時株主総会決議 

ストック・オプション

権利行使価格        (円) 235 342

行使時平均株価       (円) ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― 14

２ ストック・オプションの権利確定数の見積方法

３ 連結財務諸表への影響額

新株予約権戻入益 1,778千円
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(事業分離) 

株式会社好日山荘 

  

当該事業年度期首である平成18年12月１日を効力発生日とした新設分割により登山用品販売事業を

株式会社好日山荘へ承継し、対価として同社株式を受け取りました。 

  

 
  

移転損益は認識しておりません。 

 
  

該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

１ 分離先企業の名称

２ 分離した事業の内容、事業分離を行った理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の内容

３ 当該事業年度の損益計算書に記載されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高 6,798,729千円

営業利益 381,241千円

４ 実施した会計処理

(1) 適用した会計処理の方法

(2) 移転事業にかかる資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその内訳

流動資産 ： 1,379,743千円

固定資産 ： 257,497千円

流動負債 ： 1,495,991千円

固定負債 ： 41,248千円

当連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 
１株当たり純資産額 147.88円 １株当たり純資産額 114.64円

 
１株当たり当期純利益 10.74円

 
１株当たり当期純利益 △28.20円

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 10.74円

 
  
 
 

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益又は損失（△）(千円) 242,119 △648,388

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益又は損失（△）
(千円)

242,119 △648,388

期中平均株式数(株) 22,533,516 22,992,495

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 9,187 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 
  
  
  
  
  
 

平成19年３月16日付で付与
された会社法第236条、238
条および239条の規定に基
づく新株予約権  1,077個 
平成19年１月16日発行新株
予約権 
割当先 AAA Major Inc 
割当数 118個(新株予約権
１個につき50,000株)

平成18年４月24日付で付与
された旧商法第280条ノ20
および第280条ノ21の規定
に基づく新株予約権 598個
および平成19年３月16日付
で付与された会社法第236
条、238条および239条の規
定に基づく新株予約権 950
個  
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

Ⅰ 東京地方裁判所に対して、平成20年１月11日付にて

債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。

――

 (1) 訴訟を提起するに至った経緯

   先般、当社元社員(元執行役員経理部長)が取引関

係者らに扇起され、当社代表印を盗捺し、東京都千

代田区所在の土地を対象とした土地売買契約書を偽

造したことが発覚いたしました。

   上記元社員を除いて当社関係者は、株式会社

Sea Capitalの当時の契約担当者(既に同社取締役を

辞任)および同社関係者とは一切面識もなく、当社

として本件契約を了知していた事実もないことか

ら、当該偽造契約書において売主となっている株式

会社Sea Capitalに対して土地売買契約書が無効で

ある旨を通知しておりました。

   しかしながら、株式会社Sea Capitalは一方的に

書面にて違約金の支払いを要求し、当社預金債権の

一部154,645,175円に対して仮差押がなされました

ので、当社は東京地方裁判所に対して、平成20年１

月11日付にて債務不存在確認請求の訴訟を提起いた

しました。

 (2) 元社員に対する刑事告訴等について

   上記不正行為を行った当社元社員についてはすで

に懲戒解雇処分としており、弁護士を通じて、同人

に対する刑事告訴状を所轄警察署に提出しておりま

す。

 (3) 訴訟の主旨及び請求金額 

  ① 訴訟を提起した裁判所及び年月日 

    東京地方裁判所 平成20年１月11日

  ② 訴訟を提起した相手(被告) 

    商号：株式会社Sea Capital 

    本店所在地：東京都港区新橋４丁目５番１号 

    代表者：代表取締役 谷口 雅之

  ③ 当該訴訟の内容

    平成19年７月11日付土地売買契約の解除に基づ

く金20億704万円の違約金支払債務を負担してい

ないことの確認請求

 (4) 社内体制の見直し

   当社としましては、再発防止のため、内部統制を

改定し法令順守はもちろんのこと社会的倫理規範を

尊重し、当社のみならずグループ各社に対しても、

より一層コンプライアンス体制を強化してまいりま

す。

 (5) 今後の見通し

   本件発覚後、当社においても複数の顧問弁護士お

よび外部有識者の協力を得て契約締結の経緯を独自

に調査した結果、当該取引関係者らが当社元社員を

扇起して実行した一連の欺騙取引である可能性が強

く、当然に当該土地売買契約は無効であると確信し

ております。

   裁判においては、本件契約に関わる一連の取引契

約等も含めて事実を明らかにし、当社の名義が一連

の架空取引に不正に使用されたことを明らかにして

いく方針です。

   また、訴訟の推移によっては、当社の経営成績に

影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では、顧

問弁護士および外部有識者らの意見のもとに、違約

金支払債務は一切存在しないと確信しております。
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前連結会計年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

Ⅱ 前記債務不存在確認請求訴訟に対して、平成20年２

月15日付にて東京地方裁判所に対して反訴が提起され

ました。

――

 １ 反訴が提起された年月日及び裁判所

   東京地方裁判所  平成20年２月15日

 ２ 反訴を提起した相手方の名称等(本訴被告)

  (1) 商   号 ：株式会社Sea Capital

  (2) 本店所在地 ：東京都港区新橋４丁目５番１号

  (3) 代 表 者 ：代表取締役社長 谷口 雅之

 ３ 反訴の内容及び請求金額

  (1) 反訴の内容

    東京都千代田区所在の土地を対象とする土地売

買契約の解除に基づく違約金および遅延損害金の

支払

  (2) 損害賠償請求金額

    違約金20億704万円と遅延損害金(平成19年11月

22日以降支払済みまで年６％の割合の金銭)

 ４ 今後の見通し

   当社は今後の裁判過程において当該土地売買契約

が当社元社員とその取引関係者による欺騙取引であ

り、違約金支払債務は一切存在しないことを明らか

にしてまいります。
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年11月30日)

当事業年度 

(平成20年11月30日)
対前年比

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
増減（千円）

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 690,806 335,156

 ２ 前払費用 8,635 16,999

 ３ 短期貸付金 ※４ 74,005 1,500,000

 ４ 未収入金 ※４ 269,237 151,810

 ５ 一年以内返還予定 

   敷金・保証金
92,866 93,140

 ６ 繰延税金資産 57,615 ―

 ７ その他 24,413 24,182

 ８ 貸倒引当金 ― △290,810

  流動資産合計 1,217,580 22.4 1,830,480 46.0 612,899

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※２ 615,242 548,013

    減価償却累計額 ※１ 450,842 164,399 437,227 110,785

  (2) 構築物 94,113 88,414

    減価償却累計額 ※１ 85,639 8,473 81,292 7,121

  (3) 工具、器具及び備品 17,594 16,424

    減価償却累計額 ※１ 13,757 3,837 10,965 5,459

  (4) 土地 ※２ 1,147,114 1,032,476

  (5) その他 1,510 998

   有形固定資産合計 1,325,335 24.4 1,156,841 29.1 △168,493

 ２ 無形固定資産

  (1) 電話加入権 2,504 2,504

  (2) ソフトウェア ― 1,840

   無形固定資産合計 2,504 0.0 4,344 0.1 1,840

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 861,245 551,062

  (2) 長期貸付金 ※４ 1,670,000 108,115

  (3) 敷金・保証金 189,723 326,372

  (4) その他 ※６ 173,365 500

   投資その他の資産合計 2,894,333 53.2 986,050 24.8 △1,908,283

  固定資産合計 4,222,173 77.6 2,147,236 54.0 △2,074,937

  資産合計 5,439,753 100.0 3,977,716 100.0 △1,462,037
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前事業年度 

(平成19年11月30日)

当事業年度 

(平成20年11月30日)
対前年比

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
増減（千円）

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 短期借入金 70,000 ―

 ２ 一年以内返済予定 

   長期借入金
※２ 759,594 731,482

 ３ 未払金 2,993 16,205

 ４ 未払費用 2,395 2,816

 ５ 未払法人税等 5,904 4,667

 ６ 預り金 4,149 33,566

 ７ 偶発損失引当金 ― 27,300

 ８ 事業構造改善引当金 12,200 ―

 ９ 賞与引当金 4,100 3,919

 10 その他 6,634 14,128

  流動負債合計 867,971 16.0 834,086 21.0 △33,885

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 1,266,922 747,640

 ２ 偶発損失引当金 ― 3,400

 ３ 事業構造改善引当金 16,000 ―

 ４ 預り保証金 70,054 35,980

  固定負債合計 1,352,976 24.9 787,020 19.8 △565,956

  負債合計 2,220,948 40.8 1,621,106 40.8 △599,841

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,821,160 33.5 1,821,160 45.8 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 906,000 906,000

   資本剰余金合計 906,000 16.7 906,000 22.8 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 9,581 9,581

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 505,285 △354,629

   利益剰余金合計 514,866 9.5 △345,048 △8.7 △859,914

 ４ 自己株式 △38,299 △0.7 △38,802 △1.0 △502

  株主資本合計 3,203,727 58.9 2,343,310 58.9 △860,417

Ⅱ 新株予約権 15,078 0.3 13,300 0.3 △1,778

  純資産合計 3,218,805 59.2 2,356,610 59.2 △862,195

  負債純資産合計 5,439,753 100.0 3,977,716 100.0 △1,462,037
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(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成18年12月１日

 至 平成19年11月30日)

当事業年度

(自 平成19年12月１日

 至 平成20年11月30日)

対前年比

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
増減(千円）

Ⅰ 売上高 ※１ 501,502 100.0 310,539 100.0 △190,963

Ⅱ 売上原価

 １ 賃貸不動産原価 189,472 189,472 37.8 187,912 187,912 60.5 △1,559

   売上総利益 312,030 62.2 122,626 39.5 △189,403

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 315,654 62.9 246,813 79.5 △68,841

   営業損失 3,624 △0.7 124,186 △40.0 △120,562

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※１ 40,848 57,365

 ２ 雑収入 1,148 41,997 8.4 5,195 62,561 20.1 20,564

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 31,156 33,896

 ２ 雑損失 2,264 3,603

 ３ 株式交付費 60,562 93,982 18.7 ― 37,500 12.0 △56,481

   経常損失 55,609 △11.1 99,126 △31.9 △43,516

Ⅵ 特別利益

 １ 偶発損失引当金戻入益 ※４ ― 1,770

 ２ 事業構造改善引当金 

   戻入益
※７ 7,323 ―

 ３ その他 2,892 10,216 2.0 1,778 3,548 1.1 △6,668

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※６ 7,552 129,446

 ２ 固定資産廃棄損 ※３ 1,411 22,188

 ３ 退店特別損失 ※５ 22,271 ―

 ４ 関係会社株式評価損 ― 310,182

 ５ 関係会社株式売却損 124,082 ―

 ６ 偶発損失引当金繰入額 ― 14,405

 ７ 貸倒引当金繰入額 ― 290,810

 ８ 貸倒損失 ― 1,088

 ９ 訴訟関連費用 ― 155,316 31.0 32,944 801,065 257.9 645,748

   税引前当期純損失 200,710 △40.0 896,643 △288.7 △695,933

   法人税、住民税 

   及び事業税
△154,356 △163,328

   法人税等調整額 △57,615 △211,972 △42.2 57,615 △105,712 △34.0 106,259

   当期純利益又は 

   純損失(△)
11,262 2.2 △790,931 △254.7 △802,193
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(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金 

合計繰越
利益剰余金

平成18年11月30日残高(千円) 1,065,160 150,000 150,000 9,581 541,897 551,478 △3,430 1,763,209

事業年度中の変動額

 新株の発行 756,000 756,000 756,000 1,512,000

 剰余金の配当 △47,874 △47,874 △47,874

 当期純利益 11,262 11,262 11,262

 自己株式の取得 △34,869 △34,869

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 756,000 756,000 756,000 ― △36,611 △36,611 △34,869 1,440,518

平成19年11月30日残高(千円) 1,821,160 906,000 906,000 9,581 505,285 514,866 △38,299 3,203,727

新株予約権 純資産合計

平成18年11月30日残高(千円) ― 1,763,209

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,512,000

 剰余金の配当 △47,874

 当期純利益 11,262

 自己株式の取得 △34,869

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

15,078 15,078

事業年度中の変動額合計(千円) 15,078 1,455,596

平成19年11月30日残高(千円) 15,078 3,218,805
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当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金 

合計繰越
利益剰余金

平成19年11月30日残高(千円) 1,821,160 906,000 906,000 9,581 505,285 514,866 △38,299 3,203,727

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △68,983 △68,983 △68,983

 当期純損失（△） △790,931 △790,931 △790,931

 自己株式の取得 △502 △502

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― ― △859,914 △859,914 △502 △860,417

平成20年11月30日残高(千円) 1,821,160 906,000 906,000 9,581 △354,629 △345,048 △38,802 2,343,310

新株予約権 純資産合計

平成19年11月30日残高(千円) 15,078 3,218,805

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △68,983

 当期純損失（△） △790,931

 自己株式の取得 △502

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1,778 △1,778

事業年度中の変動額合計(千円) △1,778 △862,195

平成20年11月30日残高(千円) 13,300 2,356,610
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(4) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

 移動平均法による原価法

子会社株式

同左

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、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、主として移動

平均法により算定)

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

 時価のないもの

同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ８年～47年

構築物 10年～30年

工具、器具及び備品 ３年～15年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社開発のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

 

―

４ 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、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2)       ―

   

  

 

 

(3) 事業構造改善引当金

  事業構造改善に伴い、今後発生が

見込まれる店舗閉鎖損などについて

合理的な見積り額を計上しておりま

す。

(2) 偶発損失引当金

  事業構造改善に伴い、今後発生が

見込まれる店舗閉鎖損などについて

合理的な見積り額を計上しておりま

す。

(3)       ―

(4) 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき額を計上しております。

(4) 賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

５ 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。

―

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップ取引については、特

例処理の要件を満たしているため、

特例処理を採用しております。

(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……金利スワップ

  ヘッジ対象……借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

  社内ルールに基づき、金利変動リ

スクをヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップ取引については、特

例処理を採用しているため、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

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理方法

  消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっており、控除対

象外消費税および地方消費税は、事

業年度に費用として処理しておりま

す。

(1) 消費税等の会計処理方法

同左

(2) 連結納税制度の適用

  連結納税制度による申請を実施

し、税額計算を行っております。 

 

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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(5) 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(企業結合に係る会計基準)

 当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」(企業

会計審議会 平成15年10月31日)および「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号)ならびに「企業結合会計基

準および事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業

会計基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準適用

指針第10号)を適用しております。

 なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。

―――

(ストック・オプション等に関する会計基準)

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)お

よび「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日)を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益が16,030千円、税引前

当期純利益が15,078千円減少しております。

―――

(有形固定資産の減価償却の方法)

 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)および(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号)に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しており

ます。

 なお、この変更に伴う営業利益、経常利益および税引

前当期純利益に与える影響は軽微であります。

―――

―――

  
 
  
 
  
 
  
 
 

(売上原価の表示について)

 ホールディングカンパニーにおける原価管理の厳格化

に伴い、従来販売費及び一般管理費に含めていた間接費

用のうち原価性を有すると認められる費用について、当

事業年度より「売上原価」に表示しております。 

 これにより、当事業年度における売上総利益は、従来

の方法によった場合と比べ、40,726千円少なく計上され

ております。 

 なお、営業損失に与える影響はありません。 

 

(貸借対照表)

 前事業年度まで区分掲記しておりました「一年以内返

還予定建設協力金」(当事業年度末残高21,444千円)は、

資産の合計額の100分の１以下となったため、流動資産

の「その他」に含めて表示することにしました。

 また「未払消費税等」(当事業年度末残高152千円)

は、負債および純資産の合計額の100分の１以下となっ

たため、流動負債の「その他」に含めて表示することに

しました。

（貸借対照表）

 前事業年度において、「事業構造改善引当金」として

掲記されていたものは、当事業年度から「偶発損失引当

金」と表示しております。
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(追加情報)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(転貸不動産の取扱いについて)

 従来営業外収益および営業外費用として処理してきた

転貸不動産収入および転貸不動産賃借料につきまして

は、グループ事業の再編等に伴い金額的重要性が増して

きたことから当事業年度より事業区分の変更を行い、営

業外収益「転貸不動産収入」および営業外費用「転貸不

動産賃借料」は、それぞれ売上高および売上原価に含め

ております。

 この結果、当事業年度における売上高および売上原価

は、前事業年度と同一の方法によって計上された金額に

対し、それぞれ265,543千円、189,292千円多く、営業利

益は76,251千円多く計上されております。

 なお、経常利益および税引前当期純利益に与える影響

はありません。

―――

(連結納税制度の適用について)

 当事業年度より連結納税制度による納税の申請を実施

し、納税計算を行っております。この変更に伴い従来の

方法によった場合と比べ、法人税、住民税及び事業税は

154,287千円少なく、当期純利益は154,287千円多く計上

されております。 

 

―――

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

―――

―――

 

  

 

  

 

 

(有形固定資産の減価償却の方法について)

 法人税法の改正（所得税等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号）

に伴い、当事業年度より、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達し

た翌年度から５年間で均等償却する方法によっておりま

す。 

 なお、この変更に伴う営業損失、経常損失および税金

等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。

(訴訟の経過について)

1. 平成20年１月11日付で、東京地方裁判所に対し、株

式会社Sea Capital（代表者：代表取締役谷口雅之 住

所：東京都港区新橋４丁目５番１号）を被告として、債

務不存在の訴訟を提起し、同日、平成20年（ワ）第506

号事件として受付されました。これに対して、被告であ

る株式会社Sea Capitalから、平成20年２月15日付で反

訴が提起され、第１回口頭弁論が平成20年３月21日に東

京地方裁判所第610号法廷で行われました。 

(1)訴訟を提起した経緯  

 当社元社員（元執行役員経理部長）が、東京都千代田

区所在の土地を対象とした売買契約書（平成19年７月11

日付）を偽造し売買契約を無権限で行いました。当社は

買主である株式会社Sea Capitalに対して当該売買契約

は当然に無効である旨を通知いたしました。しかしなが

ら、株式会社Sea Capitalは一方的に違約金の支払いを

請求し、当社銀行預金の一部に仮差押をいたしましたの

で、当社は上記訴訟を提起いたしました。 
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前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

――― (2) 訴訟の趣旨  

 原被告間の平成19年７月11日土地売買契約の解除に基

づく金20億704万円の違約金支払債務を負担していない

ことを確認する。  

(3) 反訴の趣旨  

 反訴原告（株式会社Sea Capital）に対し、20億704万

円およびこれに対する平成19年11月22日から支払済みま

で年６分の割合による金員を支払え。  

(4) 今後の見通し  

 現在、係争中でありますが、当該契約は当然に無効で

あるものと確信しております。 しかし、訴訟の推移に

よっては、当社の経営成績に影響をおよぼす可能性はあ

るものの、現時点においては、顧問弁護士等の意見をも

とに、当社には違約金支払債務は存在しないものと確信

しております。  

(5) 当該訴訟に関連して当事業年度に発生した費用は

32,944千円となり、特別損失の訴訟関連費用に含めてお

ります。  

2. 仮差押の解除について  

 株式会社Sea Capitalの申立てにより、当社の銀行預

金の一部になされていた仮差押は、平成20年５月13日に

東京法務局に対して、仮差押解放金２億円を供託し、翌

５月14日に東京地方裁判所に対して仮差押執行取消の申

立てを行い、同日、仮差押が取り消されました。  

仮差押解除金額  154,645千円  
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年11月30日)

当事業年度 
(平成20年11月30日)

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めてお

ります。

※１          同左

 

※２ 担保提供資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

千円

建物 105,097

土地 925,412

  計 1,030,509

   担保付債務は次のとおりであります。

千円

長期借入金 
(一年以内返済予定 
長期借入金を含む)

1,235,814

  計 1,235,814

 

※２ 担保提供資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

千円

建物 86,962

土地 1,032,474

 計 1,119,436

   担保付債務は次のとおりであります。

千円

長期借入金
(一年以内返済予定 
長期借入金を含む)

1,380,452

 計 1,380,452

 ３ 当座貸越契約について

   当社は、設備投資および運転資金の効率的な調達

を行うために取引銀行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当期末の借入未実行

残高は以下のとおりです。

千円

当座貸越契約総額 300,000

借入実行残高 ―

差引額 300,000

 ３         ―――           

  

  

 

※４ 関係会社項目

   関係会社に対する主な資産および負債には、区分

掲記されたもののほか、次のものがあります。

千円

短期貸付金 74,005

未収入金 253,472

長期貸付金 1,610,000

※４ 関係会社項目

   関係会社に対する主な資産および負債には、区分

掲記されたもののほか、次のものがあります。

千円

短期貸付金 1,450,000

未収入金 120,135

長期貸付金 108,115
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前事業年度 
(平成19年11月30日)

当事業年度 
(平成20年11月30日)

 

 

 

 ５ 偶発債務

   次の関係会社等について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社好日山荘 383,335 借入債務

カーネル・キャピタル 
株式会社

650,000 借入債務

   次の関係会社について、ファイナンス・リース契

約に対し債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社好日山荘 18,032 リース債務

   次の関係会社について、割賦契約に対し債務保証

を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社好日山荘 42,525 割賦契約債務

   提起訴訟に関連する偶発債務につきましては、重

要な後発事象に記載しているとおりであります。

 

 

 

 ５ 偶発債務 

   次の関係会社等について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社好日山荘 230,400 借入債務

 

 

   次の関係会社について、ファイナンス・リース契

約に対し債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社好日山荘 7,411 リース債務

   次の関係会社について、割賦契約に対し債務保証

を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社好日山荘 23,625 割賦契約債務

   提起訴訟に関連する偶発債務につきましては、追

加情報に記載しているとおりであります。

※６ 仮差押預金について

   仮差押になっている預金は、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。

  内訳は次のとおりです。

千円

株式会社三菱東京UFJ銀行 66,660

株式会社三井住友銀行 21,315

株式会社りそな銀行 66,670

  計 154,645

 ６         ――― 
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

千円

売上高 269,832

受取利息 31,272

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

千円

売上高 166,065

受取利息 53,701

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

千円

役員報酬 48,750

給与 53,297

賞与引当金 5,874

株式報酬費用 16,030

支払手数料 17,965

支払報酬料 43,361

地代家賃 36,373

租税公課 22,829

減価償却費 8,766

  おおよその割合

販売費 44.0％

一般管理費 56.0％

 

 

※２ 主要な費目および金額は次のとおりであります。

千円

役員報酬 50,575

給与 46,252

支払報酬料 32,628

地代家賃 26,551

雑費 15,774

 

※３ 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

千円

建物 462

構築物 948

  計 1,411

※３ 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

千円

建物 21,884

構築物 252

工具、器具及び備品 50

 計 22,188

※４ 退店特別損失の内訳は次のとおりであります。

千円

事業構造改善計画見直しによる 
事業構造改善引当金繰入額

14,466

退店特別損失 7,804

  計 22,271

 ４         ―――           

 

※５ 減損損失の内訳は次のとおりであります。

   当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。

用途 場所 種類 減損損失

電話加入権
本社 
(110回線)

無形固定資産 7,552千円

   電話加入権のうち、使用見込みのないものについ

て、遊休資産と捉え、回収可能価額が無いものとし

て減損損失を計上いたしました。

 

※５ 減損損失の内訳は次のとおりであります。

   当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。

用途 場所 種類

賃貸用不動産 奈良田原本町
建物
土地

   市場の変化に伴う急激な不動産価格の低下によ

り、減損損失を計上いたしました。 

 その内訳は、建物及び構築物14,808千円、土地

114,637千円であります。

※６ 事業構造改善引当金戻入益の内訳は次のとおりで

あります。

千円

事業構造改善計画見直しによる 
事業構造改善引当金戻入益

7,323

  計 7,323
 

 ６         ―――
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(注) 自己株式の増加数163千株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得160千株、単元未満株

式の買取りによる増加３千株であります。 

  

 
(注) 自己株式の増加数３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数 
(千株)

当事業年度増加株式数
(千株)

当事業年度減少株式数 
(千株)

当事業年度末株式数
(千株)

普通株式 23 163 ― 186

合計 23 163 ― 186

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数 
(千株)

当事業年度増加株式数
(千株)

当事業年度減少株式数 
(千株)

当事業年度末株式数
(千株)

普通株式 186 3 ― 190

合計 186 3 ― 190
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 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・リース取引につきましては、分

割子会社である株式会社好日山荘がリース取引を承継し

たため、記載すべき当社のリース取引はありません。

―――
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 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年11月30日)

当事業年度 
(平成20年11月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 千円

 繰越欠損金 675,960

 土地評価損 355,666

 事業構造改善引当金 11,474

 子会社株式 33,223

 株式報酬費用 6,135

 減損損失 3,742

 その他 4,217

繰延税金資産小計 1,090,419

評価性引当額 △1,028,734

繰延税金資産合計 61,684

繰延税金負債

 その他 4,069

繰延税金負債合計 4,069

繰延税金資産の純額 57,615

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 千円

繰越欠損金 596,342

有形固定資産 408,890

子会社株式 144,057

貸倒引当金 107,176

偶発損失引当金 12,491

その他 11,620

繰延税金資産小計 1,280,579

評価性引当額 △1,280,579

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債 ―

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 ―

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

   税引前当期純損失のため、注記を省略しておりま

す。なお、当事業年度に計上されている法人税、住

民税及び事業税の額は連結納税制度を適用したこと

による子会社からの未収額であります。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

   税引前当期純損失のため、注記を省略しておりま

す。なお、当事業年度に計上されている法人税、住

民税及び事業税の額は連結納税制度を適用したこと

による子会社からの未収額であります。
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連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりませ

ん。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)
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(注) １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 
１株当たり純資産額 139.33円 １株当たり純資産額 101.92円

 
１株当たり当期純利益 0.50円

 
１株当たり当期純利益 △34.40円

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 0.50円

 
  
 
 

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 11,262 △790,931

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 11,262 △790,931

期中平均株式数(株) 22,533,516 22,992,495

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 9,187 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 
  
  
  
  
  
 

平成19年３月16日付で付与
された会社法第236条、238
条および239条の規定に基
づく新株予約権  1,077個 
平成19年１月16日発行新株
予約権 
割当先 AAA Major Inc 
割当数 118個(新株予約権
１個につき50,000株)

平成18年４月24日付で付与
された旧商法第280条ノ20
および第280条ノ21の規定
に基づく新株予約権 598個
および平成19年３月16日付
で付与された会社法第236
条、238条および239条の規
定に基づく新株予約権 950
個  
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

Ⅰ 東京地方裁判所に対して、平成20年１月11日付にて

債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。

――

 (1) 訴訟を提起するに至った経緯

   先般、当社元社員(元執行役員経理部長)が取引関

係者らに扇起され、当社代表印を盗捺し、東京都千

代田区所在の土地を対象とした土地売買契約書を偽

造したことが発覚しました。

   上記元社員を除いて当社関係者は、株式会社

Sea Capitalの当時の契約担当者(既に同社取締役を

辞任)および同社関係者とは一切面識もなく、当社

として本件契約を了知していた事実もないことか

ら、当該偽造契約書において売り主となっている株

式会社Sea Capitalに対して土地売買契約書が無効

である旨を通知しておりました。しかしながら、株

式会社Sea Capitalは一方的に書面にて違約金の支

払いを要求し、当社預金債権の一部154,645,175円

に対して仮差押がなされましたので、当社は東京地

方裁判所に対して、平成20年１月11日付けにて債務

不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。

 (2) 元社員に対する刑事告訴等について

   上記不正行為を行った当社元社員についてはすで

に懲戒解雇処分としており、弁護士を通じて、同人

に対する刑事告訴状を所轄警察署に提出しておりま

す。

 (3) 訴訟の主旨及び請求金額

  ① 訴訟を提起した裁判所及び年月日

    東京地方裁判所   平成20年１月11日

  ② 訴訟を提起した相手方(被告)

    商号：株式会社Sea Capital

    本店所在地：東京都港区新橋４丁目５番１号

    代表者：代表取締役 谷口 雅之

  ③ 当該訴訟の内容

    平成19年７月11日付土地売買契約の解除に基づ

く金20億704万円の違約金支払債務を負担して

いないことの確認請求

 (4) 社内体制の見直し

   当社としましては、再発防止のため、内部統制を

改定し法令遵守はもちろんのこと社会的倫理規範を

尊重し、当社のみならずグループ各社に対しても、

より一層コンプライアンス体制を強化してまいりま

す。

 (5) 今後の見通し

   本件発覚後、当社においても複数の顧問弁護士お

よび外部有識者の協力を得て契約締結の経緯を独自

に調査した結果、当該取引関係者らが当社元社員を

扇起して実行した一連の欺騙取引である可能性が強

く、当然に当該土地売買契約は無効であると確信し

ております。

   裁判においては、本件契約に関わる一連の取引契

約等も含めて事実を明らかにし、当社の名義が一連

の架空取引に不正に使用されたことを明らかにして

いく方針です。

   また、訴訟の推移によっては、当社の経営成績に

影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では、顧

問弁護士および外部有識者らの意見をもとに、違約

金支払債務は一切存在しないと確信しております。

㈱コージツ（9905）平成20年11月期決算短信

-64-



 
  

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

Ⅱ 前記債務不存在確認請求訴訟に対して、平成20年２

月15日付にて東京地方裁判所に対して反訴が提起され

ました。

――

 １ 反訴が提起された年月日及び裁判所

   東京地方裁判所  平成20年２月15日

 ２ 反訴を提起した相手方の名称等(本訴被告)

  (1) 商   号 ：株式会社Sea Capital

  (2) 本店所在地 ：東京都港区新橋４丁目５番１号

  (3) 代 表 者 ：代表取締役社長 谷口 雅之

 ３ 反訴の内容及び請求金額

  (1) 反訴の内容

    東京都千代田区所在の土地を対象とする土地売

買契約の解除に基づく違約金および遅延損害金の

支払

  (2) 損害賠償請求金額

    違約金20億704万円と遅延損害金(平成19年11月

22日以降支払済みまで年６％の割合の金銭)

 ４ 今後の見通し

   当社は今後の裁判過程において当該土地売買契約

が当社元社員とその取引関係者による欺騙取引であ

り、違約金支払債務は一切存在しないことを明らか

にしてまいります。
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