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1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期第1四半期 2,342 30.8 △35 ― △55 ― △49 ―
20年11月期第1四半期 1,790 10.8 36 △7.3 24 △31.0 5 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年11月期第1四半期 △2.15 ―
20年11月期第1四半期 0.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年11月期第1四半期 6,243 2,596 41.2 111.97
20年11月期 7,445 2,666 35.4 114.64

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  2,574百万円 20年11月期  2,635百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年11月期 ―
21年11月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想
に関する定性的情報」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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第1四半期 23,181,000株 20年11月期  23,181,000株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  190,059株 20年11月期  190,059株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期 22,990,941株 20年11月期第1四半期 22,993,976株
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当第１四半期における我が国経済は、世界的な金融危機の影響により、輸出・生産は大幅に減少し、個

人消費は弱まり、雇用情勢の大幅な調整につながることが懸念される状況でした。 

このような経済状況のもと、当社グループの中核事業である登山用品販売事業におきましては、暖冬の

影響による衣料品関係の不振はありましたが、従前より継続して行っている顧客獲得の諸施策が優良顧客

の獲得につながり、販売の主力となる登山靴、ザック等の売上が好調に推移し、ほぼ前年並みの売上とな

りました。 

利益面におきましては、当期より新たに導入する販売在庫管理システムにおける設備投資等による影響

により、前年同期を下回る結果となりましたが、当システム投資等は今後の在庫効率、業務効率の向上に

大きく貢献するものと考えております。 

不動産事業におきましては、保有していた販売用不動産を予定通り売却し、都心部を中心とした不動産

のアセットマネジメント業務等による収入を得たことにより、業績は概ね予想通り推移いたしました。 

その他事業におきましては、海外事業のコスト削減、事業縮小を進めてまいりましたが、世界経済の急

激な減速の為、業績が予想を下回る結果となりました。 

以上の結果、当第１四半期の業績は売上高は2,342百万円（前年同期比30.8％増）、営業損失35百万円

（前年同期営業利益36百万円）、経常損失55百万円（前年同期経常利益24百万円）、当四半期純損失49百

万円（前年同期当四半期純利益５百万円）となりました。 

  

（資産） 

資産の合計は6,243百万円となり、前連結会計年度末（以下「前期末」といいます。）と比較して1,202

百万円減少しました。このうち流動資産は3,555百万円となり、前期末と比較して1,267百万円減少しまし

た。これは主にたな卸資産の減少によるものであります。固定資産は2,688百万円となり、前期末と比較

して64百万円増加しました。これは主に新たにソフトウエアを取得したこと等によるものであります。 

（負債） 

負債の合計は3,647百万円となり、前期末と比較して1,132百万円減少しました。このうち流動負債は

2,951百万円となり、前期末と比較して981百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金ならびに

短期借入金が減少したことによるものでありま す。固定負債は695百万円となり、前期末と比較して150百

万円減少しました。これは主に長期借入金が減少したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産の合計は2,596百万円となり、前期末と比較して69百万円減少しました。これは主に四半期純損

失を計上したことによるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況
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当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」 といいます。）は、前期末と比

べ249百万円減少し、934百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況およびこれらの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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は168百万円でありました。これは主

に、たな卸資産の減少788百万円や仕入債務の減少468百万円および法人税等の支払額55百万円があったこ

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） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は50百万円となりました。これは主

に、支出面では有形固定資産の取得による支出83百万円、収入面では貸付金の回収による収入30百万円が

あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は378百万円となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出223百万円があったことによるものです。 

  

当第１四半期の業績は、ほぼ当初計画どおりに推移しており、平成21年１月16日に公表しました第２四

半期連結累計期間および通期の業績の予想に変更はありません。 

今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
  

②キャッシュフローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ 正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等

調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12

号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

③たな卸資産の商品については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、新システム導入

にあたり、たな卸資産の原価配分方法を再度検討した結果、先入先出法による原価法がより現状に適

していると判断し第１四半期連結会計期間よりたな卸資産の原価配分方法を変更しております。  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 884,957 1,214,092 

売掛金 94,244 213,924 

たな卸資産 1,417,171 2,205,179 

前渡金 732,484 732,484 

繰延税金資産 100,292 100,292 

その他 390,178 471,792 

貸倒引当金 △63,744 △115,096 

流動資産合計 3,555,583 4,822,669 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 461,332 482,509 

工具、器具及び備品 147,118 115,785 

土地 1,032,476 1,032,476 

その他 11,045 4,257 

有形固定資産合計 1,651,972 1,635,028 

無形固定資産   

電話加入権 6,738 6,738 

ソフトウエア 124,720 20,506 

ソフトウエア仮勘定  14,350 

無形固定資産合計 131,459 41,594 

投資その他の資産   

投資有価証券 101,082 133,910 

敷金及び保証金 796,693 804,188 

繰延税金資産 744 744 

その他 6,155 7,683 

投資その他の資産合計 904,676 946,526 

固定資産合計 2,688,108 2,623,149 

資産合計 6,243,691 7,445,819 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,077,683 1,573,223 

短期借入金 500,000 650,000 

1年内返済予定の長期借入金 827,281 914,082 

未払法人税等 4,953 57,639 

賞与引当金 47,504 3,919 

役員賞与引当金 1,000 24,067 

偶発損失引当金 29,436 53,708 

ポイント引当金 37,528 32,966 

その他 425,785 623,085 

流動負債合計 2,951,172 3,932,691 

固定負債   

長期借入金 658,350 795,440 

偶発損失引当金 1,600 3,400 

その他 35,970 47,891 

固定負債合計 695,920 846,731 

負債合計 3,647,092 4,779,422 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,821,160 1,821,160 

資本剰余金 906,000 906,000 

利益剰余金 △51,719 △2,188 

自己株式 △38,802 △38,802 

株主資本合計 2,636,639 2,686,169 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △62,382 △50,482 

評価・換算差額等合計 △62,382 △50,482 

新株予約権 13,090 13,300 

少数株主持分 9,252 17,409 

純資産合計 2,596,599 2,666,396 

負債純資産合計 6,243,691 7,445,819 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,342,410 

売上原価 1,670,255 

売上総利益 672,155 

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 186,914 

地代家賃 161,244 

その他 359,051 

販売費及び一般管理費合計 707,210 

営業利益 △35,055 

営業外収益  

受取利息 877 

雑収入 9,661 

その他 766 

営業外収益合計 11,304 

営業外費用  

支払利息 11,803 

持分法による投資損失 12,647 

雑損失 7,100 

営業外費用合計 31,551 

経常利益 △55,302 

特別利益  

前期損益修正益 1,745 

その他 5,420 

特別利益合計 7,166 

特別損失  

貸倒引当金繰入額 3,092 

訴訟関連損失 3,041 

その他 2,034 

特別損失合計 8,168 

税金等調整前四半期純利益 △56,305 

法人税、住民税及び事業税 1,382 

法人税等合計 1,382 

少数株主利益 △8,157 

四半期純利益 △49,530 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △56,305 

減価償却費 40,020 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,286 

持分法による投資損益（△は益） 12,647 

売上債権の増減額（△は増加） 119,680 

たな卸資産の増減額（△は増加） 788,008 

前渡金の増減額（△は増加） △5,929 

仕入債務の増減額（△は減少） △468,731 

その他 △194,525 

小計 233,578 

利息及び配当金の受取額 900 

利息の支払額 △10,924 

法人税等の支払額 △55,480 

営業活動によるキャッシュ・フロー 168,073 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △83,454 

有形固定資産の売却による収入 1,947 

敷金及び保証金の差入による支出 △5,755 

敷金及び保証金の回収による収入 5,955 

貸付金の回収による収入 30,510 

その他 766 

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,030 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △150,000 

設備関係割賦債務の返済による支出 △4,725 

長期借入金の返済による支出 △223,891 

配当金の支払額 △67 

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,683 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,400 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △249,239 

現金及び現金同等物の期首残高 1,184,032 

現金及び現金同等物の四半期末残高 934,793 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財 

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、 

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

 
  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

登山用品販売 
（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）

売上高 1,645,462 698,148 10,469 2,354,080 △11,669 2,342,410

営業利益 
（または営業損失△）

25,483 △6,291 △4,188 15,002 △50,058 △35,055

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

(1）(要約）四半期連結損益計算書

科  目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年12月１日

   至 平成20年２月29日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,790,516

Ⅱ 売上原価 1,079,530

  売上総利益 710,986

Ⅲ 販売費及び一般管理費 674,779

  営業利益 36,206

Ⅳ 営業外収益 6,789

Ⅴ 営業外費用 18,270

  経常利益 24,726

Ⅵ 特別利益 912

Ⅶ 特別損失 555

  税金等調整前四半期純利益 25,083

  法人税、住民税及び事業税 25,591

  法人税等調整額 3,420

  少数株主損益 △9,892

  四半期純利益 5,963
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(2）(要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年12月１日

   至 平成20年２月29日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純利益 25,083

   減価償却費 32,852

   貸倒引当金の増減額（減少：△） △43

   たな卸資産の増減額（増加：△） 141,636

   前渡金の増減額（増加：△） △21,000

   その他増減額（減少：△） △352,437

小計 △173,908

   利息及び配当金の受取額 2,017

   利息の支払額 △15,017

   法人税等の支払額 △149,450

  営業活動によるキャッシュ・フロー △336,359

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 △21,394

   敷金・保証金の差入れによる支出 △1,474

   敷金・保証金の返還による収入 11,387

   貸付金の回収による収入 116,900

   その他 7,379

  投資活動によるキャッシュ・フロー 112,798

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：△） 203,300

   長期借入れによる収入 204,800

   長期借入金の返済による支出 △309,224

   配当金の支払額 △60,105

   その他 △4,841

  財務活動によるキャッシュ・フロー 33,928

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替換算差額 5,408

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △184,223

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,131,580

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,947,357
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  前第１四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

(3）セグメント情報

  〔事業の種類別セグメント情報〕

登山用品販売 
（千円）

不動産 
（千円）

その他 
（千円）

計 
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結 
（千円）

売上高 1,673,503 127,507 2,976 1,803,986 △13,469 1,790,516

営業費用 1,578,778 90,970 27,723 1,697,472 56,837 1,754,309

営業利益 
（または営業損失△）

94,724 36,536 △24,747 106,513 △70,306 36,206
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