
平成21年11月期 決算短信 
平成22年1月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 コージツ 上場取引所 JQ 
コード番号 9905 URL http://www.kojitu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 稲村 聡
問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 雨宮 正文 TEL 03-5283-8866
定時株主総会開催予定日 平成22年2月25日 有価証券報告書提出予定日 平成22年2月26日
配当支払開始予定日 ―

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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年11月期 8,974 1.0 303 ― 246 ― △925 ―
20年11月期 8,887 △0.3 △207 ― △253 ― △648 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年11月期 △40.26 ― △42.8 3.9 3.4
20年11月期 △28.20 ― △21.5 △3.1 △2.3
（参考） 持分法投資損益 21年11月期  △29百万円 20年11月期  14百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年11月期 5,339 1,709 31.7 73.71
20年11月期 7,445 2,666 35.4 114.64
（参考） 自己資本   21年11月期  1,694百万円 20年11月期  2,635百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年11月期 827 △153 △1,062 796
20年11月期 △193 △36 △718 1,184

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年11月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,998 △2.9 △39 53.0 △57 49.3 △147 △25.1 △6.42

通期 9,460 5.4 409 34.7 382 55.3 216 ― 9.40
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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）  有  

(注) 詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、48ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 カーネル・キャピタル株式会社 ）

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 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  192,561株 20年11月期  190,059株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

 
2. 22年11月期の個別業績（平成21年12月1日～平成22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22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。 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年11月期 270 △12.8 △84 ― △72 ― △1,223 ―
20年11月期 310 △38.1 △124 ― △99 ― △790 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年11月期 △53.23 ―
20年11月期 △34.40 ―

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 2,278 1,122 49.1 48.69
20年11月期 3,977 2,356 58.9 101.92
（参考） 自己資本 21年11月期  1,119百万円 20年11月期  2,343百万円

※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、今
後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる条件等については３ページ「1．経営成績 (1)経営成績に関する分
析」をご参照下さい。 
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 当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年秋以降の金融危機がもたらした世界的不況からは脱出し

つつあるものの、厳しい収益環境や産業設備の低い稼働率を背景に企業収益・設備投資は大幅に減少し

続け、その影響は雇用・所得環境の悪化や個人消費の落ち込みへと広がり、大変厳しい状況となりまし

た。  

 このような状況の中、当社グループは経営基盤をより強固なものとするため、中核事業である登山用

品販売事業におきましては、創業85周年を迎え、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、事業基盤と収

益性を一層強化するため諸施策を推進してまいりました。 

 さらに、登山用品販売事業に経営資源を集中するため、リーマンショック以降の世界的な景気低迷を

受け業績が悪化し、連結グループ業績に影響を与えていた不動産事業のカーネル・キャピタル株式会社

を平成21年８月31日に売却し、また、連結子会社となって以来赤字経営を続けていた、その他事業の中

華資源集團有限公司を平成21年12月15日に売却いたしました。 

 当連結会計年度において、上記２社の売却に伴う、両社への貸付金に対する貸倒引当金や訴訟関連費

用等の特別損失を計上しました結果、売上高、営業利益、経常利益は前年同期を上回ったものの、当期

純損失の計上を余儀なくされました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は売上高8,974百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益303百万円

（前年同期営業損失207百万円）、経常利益246百万円（前年同期経常損失253百万円）、当期純損失925

百万円（前年同期当期純損失648百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、つぎ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、業界全体としては個人消費が鈍化傾向でありましたが、当社グル

ープは前連結会計年度に引続き健康志向の高まりによる顧客の増加や衰えぬ富士登山の人気、若年客層

の増加等により堅調に推移しました。 

 また、収益性をさらに強化し経営基盤をより強固なものとするため、当連結会計年度に好日山荘ビオ

ルネ枚方店（平成21年３月20日）、好日山荘銀座店（平成21年10月８日）の２店舗の新規出店を行いま

した。既存店舗におきましても、７店舗をリニューアルして店舗販売力を強化しました。当連結会計年

度末時点での店舗数は35店舗となり、ウェブショップでも販売を行っております。 

 平成21年３月には新たにPOSシステムを導入し商品単品管理による業務効率の向上を図り、また情報

セキュリティーマネジメントシステムの見直しやプライバシーマークの取得等情報セキュリティー体制

の強化を図りました。 

 以上の結果、売上高は8,172百万円（前年同期比5.1％増）となり、当連結会計年度より導入した新販

売在庫管理システムのための設備投資、内部統制制度に対応するための経費等の増加がありましたが、

営業利益は546百万円（前年同期比4.4％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、昨年秋以降、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

格が大幅に下落しました。当社グループは、アセットマネジメント業務や不動産取引のコンサルティン

グ業務などによる手数料収入を主な売上とした事業へと転換を図ってまいりましたが、依然として業界

を取り巻く環境に改善が見られないため、不動産事業を営むカーネル・キャピタル株式会社を売却いた

しました。 

 一方、店舗不動産の賃貸事業等におきましては、景気低迷の影響により賃貸先の倒産や撤退、賃料の

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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値下げや地価下落等により、保有不動産の貸倒損失や減損損失等の特別損失の計上を余儀なくされまし

た。 

 以上の結果、当連結会計年度における不動産事業は、セグメント間の内部売上高も含め、売上高829

百万円（前年同期比28.2％減）、営業利益１百万円（前年同期営業損失394百万円）となりました。 

③ その他事業 

 その他事業におきましては、海外でのコンサルティング事業を中心とした中華資源集團有限公司の事

業改善を図るため、既存事業の縮小、新規事業へ投資、コスト削減等を行ってまいりましたが、事業撤

退のやむなきに至り平成21年12月15日に同社を売却し、今後発生すると見込まれる損失を当連結会計年

度において計上することといたしました。 

 以上の結果、当連結会計年度におけるその他事業は、セグメント間の内部売上高も含め、売上高121

百万円（前年同期比3.8％減）、営業利益104百万円（同223.2％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り景気の不透明感が長期化・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２店舗の新規出店、７店舗のリニューアル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・リニューアル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9,391百万円、営業利益は527百万円を見込んでおります。 

 不動産事業につきましては、前期に引続き不動産市況の先行きは今後も不透明であると判断し、当連結会

計年度末現在の遊休保有不動産については早期売却を予定しております。当連結会計年度にカーネル・キャ

ピタル株式会社を売却したことにより、不動産事業による大きな損失等のリスクを避けられます。今後は、

店舗不動産の賃貸等を主とした事業を行ってまいります。 

 当社グループは、既に連結子会社２社を売却し、これに伴う損失や引当金の計上、訴訟損失引当金の計

上、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するよう努めてま

いります。 

 平成22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9,460百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益409百万円（前年同

期比34.7％増）、経常利益382百万円（前年同期比55.3％増）、当期純利益216百万円（前年同期当期純損失

925百万円）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）  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、2,242百万円減少し、2,580百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が397百万円、たな卸資産が929百万円、前渡金が732百万円減少したことなどによりま

す。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、135百万円増加し、2,759百万円となりました。これは主に敷

金及び保証金が82百万円減少したものの、土地が253百万円増加したことなどによります。 

（負債）  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、943百万円減少し、2,989百万円となりました。これは主に、

短期借入金が650百万円、１年内返済予定の長期借入金が189百万円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、205百万円減少し、641百万円となりました。これは主に、長

期借入金が208百万円減少したことなどによります。 

（純資産）   

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、957百万円減少し、1,709百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が925百万円減少したことによります。 

  

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」といいます。）は、前連結会計年度末に比

べ387百万円減少し、当連結会計年度末には796百万円となりました。  

 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あります。 

（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827百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純損失847百万円等があったものの、たな卸資産の減少額610百万円や貸

倒引当金の増加額1,083百万円等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）   

投資活動の結果使用した資金は、153百万円となりました。 

 これは主に、敷金及び保証金の回収による収入166百万円があったものの、有形及び無形固定資産の取

得による支出300百万円、敷金及び保証金の差入による支出72百万円等があったこと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） 

財務活動の結果使用した資金は、1,062百万円となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入が750百万円があったものの、短期借入金の返済による支出650百万

円や長期借入金の返済による支出1,147百万円等があったこと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・フローを使用しております。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。 

  

平成17年11月期 平成18年11月期 平成19年11月期 平成20年11月期 平成21年11月期

自己資本比率 ― 34.3 39.1 35.4 31.7

時価ベースの自己資本比率 ― 76.8 56.0 40.5 33.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 290.1 ― ― 1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 10.2 ― ― 26.2
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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。  

 しかしながら、前期に引続き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きます。 

 次期の配当につきましても、内部留保を行い、財務体質を改善するため無配とさせていただく予定で

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。 

  

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

は金利動向の影響を受けます。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 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。  

③ 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、台風によ

る自然環境および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。 

④ 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。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても重要な当期純損失を計上し

ております。当該事象により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象または状況

が生じております。しかしながら、各種合理化策の推進により解消に向けた対応策を実行しており、継

続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 当該重要事象等についての分析・検討内容および当該重要事象等を解消し、または、改善するための

対策は以下のとおりであります。 

①関連子会社の切離し 

 当社は、主力事業である登山用品販売事業に加え、平成19年１月より不動産事業およびその他事業

（海外コンサルティング事業が中心）を行ってまいりましたが、リーマンショック以降世界的な景気低

迷を受け、特に不動産事業を営むカーネル・キャピタル株式会社の業績悪化がグループ業績に影響を与

えておりました。そのため、平成21年８月31日をもって、カーネル・キャピタル株式会社の株式を売却

したことに伴い、特別損失を当第３四半期連結会計期間において計上いたしました。これにより、今後

追加的に不動産事業における重要な損失の計上を迫られる可能性は低いと判断しております。カーネ

ル・キャピタルに対する貸付金についても、不動産物件等により代物弁済を受けましたが、不足する額

および現金化の時期が確定しない不動産物件等については、回収による資金化へ努めてまいります。不

足する額および現金化の時期が確定しない不動産物件等は、全額貸倒引当金を計上しており、回収の都

度特別利益を計上いたします。 

 また、先行きの不透明感や為替変動リスクなどの不安定要因も大きい海外コンサルティング事業も平

成21年12月15日に売却をいたしました。海外子会社に対する貸付金等に関しましても、当連結会計年度

において慎重に検討し貸倒引当金を計上しており、不動産事業同様今後追加的な損失計上を迫られる可

能性は低いと判断しております。 

②特別損失の計上 

 当連結会計年度において、今後追加的に損失計上しないため下記の特別損失を計上しております。 

・訴訟関連費用 

 当社は、平成20年１月11日付で開示いたしました「訴訟の提起に関するお知らせ」のとおり、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（以下、「Sea社」といいます。）を被告

とする、平成19年７月11日付土地売買契約の解除に基づく違約金支払債務を負担していないことの確認

請求訴訟を提起いたしました。 

 その後、Sea社が平成20年２月15日に反訴を行ったことを受け、現在まで当社との間で係争中であり

ます。本件は、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、当社は、当然に当該土地売買契約は無効であると確信しており、会計処理は不要であると判断して

おりましたが、当社の会計監査人と協議いたしました結果、経過状況等を鑑みて、訴訟の対象となって

いる金額の約10分の１に相当する200百万円を訴訟関連費用に連結および個別で計上いたしました。 

・減損損失 

 「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社が保有する賃貸店舗物件の固定資産等に関し、減

損損失を連結で75百万円、個別で73百万円計上いたしました。 

・退店特別損失 

 当社の連結子会社である株式会社好日山荘の一部店舗の退店による費用として、偶発損失引当金繰入

額として連結で43百万円計上いたしました。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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③徹底したコスト削減  

 社内業務体制の効率化および徹底したコストの削減を図り、人件費、販売費及び一般管理費も削減し

てまいります。 

④本業回帰 

 創業85年を迎えた日本 古の登山用品販売事業を営む株式会社好日山荘は、景気が低迷する中でも堅

調に業績が推移しております。今後は登山用品販売事業に資源を集中し、企業価値向上のため邁進する

所存であります。 

 平成21年10月８日の銀座店の新規オープンを皮切りに、商圏人口の多い関東地域を中心に出店を行

い、さらなる業績向上に努めてまいります。 
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 当社グループは、持株会社である当社および登山用品の販売事業を行う株式会社好日山荘、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２社のほか、持分法適用会社１社により構成され、

登山用品販売事業を主要な事業としております。  

 当連結会計年度における、各事業セグメントに係る主な事業の変更と主要な関係会社の異動は、次のとお

りであります。 

（1）登山用品販売事業 

   主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動はありません。 

（2）不動産事業 

平成21年８月31日付で連結子会社であったカーネル・キャピタル株式会社は、当社が保有する同社の

全株式を売却したため、当第３四半期連結会計期間末より連結の範囲から除外しております。  

（3）その他事業 

主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動はありません。 

  

企業集団についての事業系統図はつぎのとおりであります。 
 

 

※当連結会計年度において、小杉産業株式会社が保有していた当社株式に質権を設定していたジャパンファ

インアーツ株式会社が平成21年６月10日付で質権を実行したことにより、その他の関係会社が異動しました

が、ジャパンファインアーツ株式会社の株式を100％保有する親会社である株式会社テラ・ブレインズが資

本・資金的、人的にジャパンファインアーツ株式会社を支配していることが判明したため、株式会社テラ・

ブレインズが当社のその他の関係会社となっております。 

※中華資源集團有限公司は平成21年12月15日付で、当社が保有する同社の全株式を売却したため、翌連結会

計年度より連結の範囲から除外となります。これにより中華資源集團有限公司は事業系統図には記載してお

りません。 

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。  

 また、持株会社体制のもと、今後も以下の諸施策を推進し、登山用品販売事業を軸に迅速かつ積極的

な事業展開を行い、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 登山用品店の新設および移転新設、リニューアル 

② 登山用品販売と連携する新規業態での販売体制の育成 

③ 東京を中心とした関東地区の販売強化 

④ 自社のウェブサイトにおける通信販売システムの確立および中核事業への育成 

⑤ 新販売在庫管理システムによる業務効率化と商品の定番化による在庫管理強化 

⑥ 内部統制制度への適切な対応 

  

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
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4.【連結財務諸表】 

 (1)【連結貸借対照表】

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※３ 1,214,092 ※３ 816,154 

売掛金 213,924 146,123 

たな卸資産 ※３ 2,205,179 ※１ 1,275,616 

前渡金 ※３ 732,484 － 

繰延税金資産 100,292 117,051 

その他 471,792 278,907 

貸倒引当金 △115,096 △53,308 

流動資産合計 4,822,669 2,580,544 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※３ 1,271,617 ※３ 1,268,765 

減価償却累計額 ※２ △789,108 ※２ △850,991 

建物及び構築物（純額） 482,509 417,774 

工具、器具及び備品 273,347 337,618 

減価償却累計額 ※２ △157,562 ※２ △211,629 

工具、器具及び備品（純額） 115,785 125,989 

土地 ※３ 1,032,476 ※３ 1,285,595 

その他 8,442 2,772 

減価償却累計額 ※２ △4,184 ※２ △2,556 

その他（純額） 4,257 216 

有形固定資産合計 1,635,028 1,829,575 

無形固定資産 

電話加入権 6,738 6,738 

ソフトウエア 20,506 107,091 

ソフトウエア仮勘定 14,350 － 

無形固定資産合計 41,594 113,830 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※６ 133,910 ※６ 90,862 

長期貸付金 － 414,856 

敷金及び保証金 804,188 ※３ 721,631 

長期未収入金 － 666,124 

繰延税金資産 744 1,139 

その他 ※６ 7,683 2,910 

貸倒引当金 － △1,081,928 

投資その他の資産合計 946,526 815,595 

固定資産合計 2,623,149 2,759,001 

資産合計 7,445,819 5,339,546 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,573,223 1,515,432 

短期借入金 ※３ 650,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 ※３ 914,082 ※３ 725,052 

未払費用 406,054 320,874 

未払法人税等 57,639 37,591 

賞与引当金 3,919 － 

役員賞与引当金 24,067 2,213 

偶発損失引当金 53,708 47,772 

ポイント引当金 32,966 35,596 

その他 217,030 304,470 

流動負債合計 3,932,691 2,989,002 

固定負債 

長期借入金 ※３ 795,440 ※３ 586,556 

偶発損失引当金 3,400 － 

その他 47,891 54,743 

固定負債合計 846,731 641,299 

負債合計 4,779,422 3,630,302 

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 △2,188 △927,690 

自己株式 △38,802 △39,010 

株主資本合計 2,686,169 1,760,459 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 △50,482 △65,998 

評価・換算差額等合計 △50,482 △65,998 

新株予約権 13,300 3,192 

少数株主持分 17,409 11,590 

純資産合計 2,666,396 1,709,244 

負債純資産合計 7,445,819 5,339,546 

- 13 -

㈱コージツ（9905）平成21年11月期　決算短信



(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 8,887,714 8,974,171 

売上原価 ※２ 6,092,360 ※２ 5,720,611 

売上総利益 2,795,354 3,253,559 

販売費及び一般管理費 ※１ 3,002,994 ※１ 2,949,586 

営業利益 △207,639 303,973 

営業外収益 

受取利息 6,714 735 

持分法による投資利益 14,824 － 

雑収入 36,835 15,393 

その他 1,086 561 

営業外収益合計 59,459 16,689 

営業外費用 

支払利息 95,890 32,060 

持分法による投資損失 － 29,898 

雑損失 9,179 8,272 

その他 － 3,864 

営業外費用合計 105,069 74,095 

経常利益 △253,249 246,567 

特別利益 

関係会社株式売却益 － 331,881 

その他 4,708 22,533 

特別利益合計 4,708 354,415 

特別損失 

減損損失 ※４ 269,547 ※４ 75,421 

固定資産廃棄損 ※３ 22,188 ※３ 11,922 

偶発損失引当金繰入額 30,651 43,822 

貸倒引当金繰入額 114,723 1,086,070 

貸倒損失 1,088 583 

訴訟関連費用 32,944 213,256 

その他 1,069 17,304 

特別損失合計 472,213 1,448,381 

税金等調整前当期純利益 △720,755 △847,398 

法人税、住民税及び事業税 46,510 80,215 

法人税等調整額 73,518 △17,155 

法人税等合計 120,028 63,060 

少数株主利益 △192,395 15,042 

当期純利益 △648,388 △925,502 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,821,160 1,821,160 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,821,160 1,821,160 

資本剰余金 

前期末残高 906,000 906,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 906,000 906,000 

利益剰余金 

前期末残高 715,183 △2,188 

当期変動額 

剰余金の配当 △68,983 － 

当期純利益 △648,388 △925,502 

当期変動額合計 △717,371 △925,502 

当期末残高 △2,188 △927,690 

自己株式 

前期末残高 △38,299 △38,802 

当期変動額 

自己株式の取得 △502 △208 

当期変動額合計 △502 △208 

当期末残高 △38,802 △39,010 

株主資本合計 

前期末残高 3,404,044 2,686,169 

当期変動額 

剰余金の配当 △68,983 － 

当期純利益 △648,388 △925,502 

自己株式の取得 △502 △208 

当期変動額合計 △717,874 △925,710 

当期末残高 2,686,169 1,760,459 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △3,614 △50,482 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△46,868 △15,515 

当期変動額合計 △46,868 △15,515 

当期末残高 △50,482 △65,998 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △3,614 △50,482 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△46,868 △15,515 

当期変動額合計 △46,868 △15,515 

当期末残高 △50,482 △65,998 

新株予約権 

前期末残高 15,078 13,300 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,778 △10,108 

当期変動額合計 △1,778 △10,108 

当期末残高 13,300 3,192 

少数株主持分 

前期末残高 209,805 17,409 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △192,395 △5,818 

当期変動額合計 △192,395 △5,818 

当期末残高 17,409 11,590 

純資産合計 

前期末残高 3,625,313 2,666,396 

当期変動額 

剰余金の配当 △68,983 － 

当期純利益 △648,388 △925,502 

自己株式の取得 △502 △208 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △241,042 △31,442 

当期変動額合計 △958,916 △957,152 

当期末残高 2,666,396 1,709,244 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 △720,755 △847,398 

減価償却費 159,349 187,184 

のれん償却額 7,725 － 

減損損失 269,547 75,421 

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 683 9,011 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 3,369 － 

訴訟関連損失 － 200,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 114,886 1,083,812 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,829 2,630 

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,975 △3,919 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,443 △21,854 

受取利息及び受取配当金 △6,714 △758 

支払利息 95,890 32,060 

持分法による投資損益（△は益） △14,824 29,898 

固定資産廃棄損 22,188 11,922 

関係会社株式売却損益（△は益） － △331,881 

売上債権の増減額（△は増加） △73,762 67,801 

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,813 610,543 

前渡金の増減額（△は増加） △229,936 － 

未収入金の増減額（△は増加） △28,386 12,789 

仕入債務の増減額（△は減少） 276,769 △57,790 

未払費用の増減額（△は減少） 180,385 △49,489 

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,571 △9,801 

その他 34,419 △63,536 

小計 99,488 936,646 

利息及び配当金の受取額 6,997 758 

利息の支払額 △90,045 △31,647 

法人税等の支払額 △210,128 △77,771 

営業活動によるキャッシュ・フロー △193,688 827,985 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △147,453 △300,237 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

－ ※２ △3,532 

敷金及び保証金の差入による支出 △235,695 △72,730 

敷金及び保証金の回収による収入 121,810 166,892 

建設協力金の回収による収入 30,228 20,442 

預り保証金の返還による支出 △6,379 △28,730 

預り保証金の受入による収入 － 26,876 

貸付けによる支出 △74,825 － 

貸付金の回収による収入 132,130 30,510 

その他 144,072 7,502 

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,113 △153,007 

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） △70,000 △650,000 

長期借入れによる収入 504,800 750,000 

長期借入金の返済による支出 △1,086,380 △1,147,914 

自己株式の取得による支出 △502 △208 

配当金の支払額 △66,679 △284 

その他 － △14,175 

財務活動によるキャッシュ・フロー △718,762 △1,062,582 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,015 △351 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △947,548 △387,955 

現金及び現金同等物の期首残高 2,131,580 1,184,032 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,184,032 ※１ 796,076 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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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】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

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

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数     ２社

主要な連結会社の名称

  株式会社好日山荘 

中華資源集團有限公司

なお、カーネル・キャピタル株式会

社については当連結会計年度において

全株式を売却したため連結の範囲から

除いております。

２ 持分法の適用に関する事

項

（１）持分法を適用した関連会社の数

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

（１）持分法を適用した関連会社の数

１社

主要な会社の名称

  SONIX THAI CORPORATION CO.,LTD

（２）当連結会計年度においてカーネ

ル・キャピタル株式会社の全株式を売

却したため、同社の関連会社であるカ

ーネルミッドウェイ合同会社を持分法

の適用の範囲から除いております。

（３）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。

（３）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。

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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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

（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

  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)

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

  移動平均法に基づく原価法

  時価のないもの

同左

② たな卸資産 ② たな卸資産

 原価法  
 (収益性の低下による簿価切下の方法）

同左

a 商品 

  総平均法による原価法

a 商品 

  先入先出法による原価法

b 販売用不動産 

  個別法による原価法

b 販売用不動産 

        同左

c 貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法

c 貯蔵品 

        同左

（２）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

（２）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

① 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

① 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

② 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

② 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

③ 長期前払費用 

  定額法

③ 長期前払費用

同左

④ リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存

価格をゼロとして算定する方法によ

っております。

  なお、リース取引会計基準の改正

適用初年度開始前の所有権移転外フ

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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

（３）重要な引当金の計上基準 （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、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。

① 貸倒引当金

同左

② 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。

② 賞与引当金

同左

③ 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。

③ 役員賞与引当金

同左

④ 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。

④ 偶発損失引当金

同左

⑤ 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。

⑤ ポイント引当金

同左

⑥ 訴訟損失引当金

  今後訴訟の経過により発生する可

能性が高い補償コストなどについて

合理的な見積り額を計上しておりま

す。

(４）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

(４）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
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

（５）重要なリース取引の処理方法 （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。

―

（６）重要なヘッジ会計の方法 （６）重要なヘッジ会計の方法

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）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

（７）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

① 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。

① 消費税等の処理方法

同左

  

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。

② 連結納税制度の適用

同左

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。

―

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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(7)【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】

（会計方針の変更）

前連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(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。

―――

――― （リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。 

 なお、当連結会計年度に与える影響額は軽微であり

ます。 

――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い）

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結

上必要な修正を行っております。 

 なお、当連結会計年度に与える影響額は軽微であり

ます。 
――― （たな卸資産の原価配分方法の変更）

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(収益性の低下による簿価切下の方法)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(収益性の低下による簿価切下の方法)がよ

り現状に適していると判断し当連結会計年度よりたな

卸資産の原価配分方法を変更しております。  

 なお、当連結会計年度に与える影響額は軽微であり

ます。 
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（表示方法の変更）

前連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(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) (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.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 (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。

  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。 

(2) 訴訟の趣旨 (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。

  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 (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。

  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 (4) 被告の会社更生手続き開始 

  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。

  被告である株式会社Sea Capitalは、平成21年6月9

日付けで、東京地方裁判所にDIP型の会社更生法を申

請し、平成21年6月30日付で平成21年(ミ)第28号会社

更生事件として受付されました。
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前連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(5) 今後の見通し

  被告の会社更生手続き開始により中断していた訴訟

手続きは、平成21年10月16日に再開しております。顧

問弁護士等の意見のもとに、当社には違約金支払債務

は存在しないと確信しておりますが、本件訴訟を提起

してから長期間が経過していることや訴訟費用負担の

増加等を総合的に勘案した対応を行います。

(6) 当該訴訟に関連して当連結会計年度に発生した費

用は13,256千円となり、特別損失の訴訟関連損失に含

めております。また、訴訟損失引当金として200百万

円を計上しております。

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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(8)【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20年11月30日)

当連結会計年度 
(平成21年11月30日)

 １         ――― 

  

 

 
※１ たな卸資産の内訳

千円

商品 1,275,616

※２ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めてお

ります。

※２          同左

 

※３ 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。

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)

1,455,452

  計 2,105,452

 

 

※３ 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 83,482

土地 1,286,071

定期預金 20,077

保証金 200,000

 計 1,589,631

  

      

   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)

824,620

 計 824,620

 ４ 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 偶発債務

―

 ５ 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 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 500,000

借入実行残高 ―

差引額 500,000

※６ 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 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) 90,862
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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 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

※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 371,954

給与 762,878

地代家賃 666,332

 

※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
 

※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 17,815

 

※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

※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 8,771

構築物 405

工具、器具及び備品 2,745

 計 11,922

 

※４ 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。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価格により測定しており、建物および土地について

は、直近の路線価をもとに評価しております。

   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。

 

※４ 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 岡山新保
建物 
土地

   急激な不動産価格の低下により、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として

計上いたしました。 

 その内訳は、建物7,382千円、土地66,538千円で

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

価格により測定しており、建物および土地について

は、直近の路線価をもとに評価しております。
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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。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、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20年12月１日 至 平成21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) 190 2 ― 192

合計 190 2 ― 192

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

― ― ― ― ― 3,192

合計 ― ― ― ― ― 3,192
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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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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20年11月30日現在)

千円

現金及び預金勘定 1,214,092

預入期間が3ヶ月を越える定期預金 △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
 

※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21年11月30日現在)

千円

現金及び預金勘定 816,154

預入期間が3ヶ月を越える定期預金 ―

担保に供している定期預金 △20,077

現金及び現金同等物 796,076

 ２          ―――

 

※２ 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

   カーネル・キャピタル株式会社

   （平成21年８月31日現在）

千円

流動資産 73,686

固定資産 16,049

流動負債 △3,950

固定負債 △414,856

少数株主持分 92,511

関係会社株式売却益 237,459

 子会社株式の売却価額 900

子会社の現金及び現金同等物 △4,432

 差引：子会社売却による収入 △3,532
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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。 

  

(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
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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(199,765千円）の主なものは、当社の管理

部門にかかる費用であります。 

  

  

当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21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 8,172,011 802,160 ― 8,974,171 ― 8,974,171

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― 27,281 121,428 148,709 △148,709 ―

計 8,172,011 829,441 121,428 9,122,881 △148,709 8,974,171

  営業費用 7,625,222 828,101 17,109 8,470,433 199,765 8,670,198

  営業利益(又は営業損失) 546,789 1,340 104,318 652,447 △348,474 303,973

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 2,999,434 2,038,866 64,224 5,102,525 237,020 5,339,546

  減価償却費 169,372 1,145 1,130 171,649 5,247 176,896

  減損損失 ― 75,421 ― 75,421 ― 75,421

  資本的支出 231,518 343,236 ― 574,754 ― 574,754

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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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日本の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)及び 

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）
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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。 

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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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

137,915 100,776 37,138

合計 137,915 100,776 37,138
 

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

57,048 44,649 12,398

合計 57,048 44,649 12,398

 

(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
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

千円

１年内 11,409

１年超 988

計 12,398

 

(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 11,409

減価償却費相当額 11,409

(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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前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

 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。 

  

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）  

 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。 

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年11月30日)

当連結会計年度 
(平成21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 611,480

 有形固定資産 411,092

 子会社株式 144,057

 貸倒引当金 107,176

 未払賞与否認額 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

 

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 660,735

有形固定資産 442,776

子会社株式 98,001

貸倒引当金 486,201

賞与引当金 89,905

訴訟損失引当金 81,380

その他 47,853

繰延税金資産小計 1,906,853

評価性引当額 △1,788,661

繰延税金資産合計 118,191

繰延税金負債 ―

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 118,191

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。

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

同左
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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)

当連結会計年度(平成21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20年12月１日 至 平成21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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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20年11月30日)および当連結会計年度(平成21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19年12月１日 至 平成20年11月30日)

当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21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)

前連結会計年度(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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前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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(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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21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 ― ―

 付与 ― ―

 失効 ― ―

 権利確定 ― ―

 未確定残 ― ―

権利確定後        (株)

 前連結会計年度末 598,000 950,000

 権利確定 ― ―

 権利行使 ― ―

 失効 193,000 722,000

 未行使残 405,000 228,000

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 10,108千円

- 46 -

㈱コージツ（9905）平成21年11月期　決算短信



該当事項はありません。 

  

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19年12月１日 至 平成20年11月30日)

当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

 
１株当たり純資産額 114.64円

 
１株当たり純資産額 73.71円

 
１株当たり当期純利益 △28.20円

 
１株当たり当期純利益 △40.26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。

 
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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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) △648,388 △925,502

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)

△648,388 △925,502

期中平均株式数(株) 22,992,495 22,989,629

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) ― ―

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

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405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228
個  
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該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【財務諸表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 335,156 41,266 

前払費用 16,999 3,387 

短期貸付金 ※３ 1,500,000 ※３ 108,115 

未収入金 ※３ 151,810 32,195 

その他 117,322 74,394 

貸倒引当金 △290,810 △112,692 

流動資産合計 1,830,480 146,667 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※２ 548,013 ※２ 534,912 

減価償却累計額 ※１ △437,227 ※１ △435,389 

建物（純額） 110,785 99,522 

構築物 88,414 90,038 

減価償却累計額 ※１ △81,292 ※１ △78,725 

構築物（純額） 7,121 11,312 

工具、器具及び備品 16,424 15,268 

減価償却累計額 ※１ △10,965 ※１ △10,940 

工具、器具及び備品（純額） 5,459 4,328 

土地 ※２ 1,032,476 ※２ 1,285,595 

その他 998 216 

有形固定資産合計 1,156,841 1,400,975 

無形固定資産 

電話加入権 2,504 2,504 

ソフトウエア 1,840 1,380 

無形固定資産合計 4,344 3,884 

投資その他の資産 

関係会社株式 551,062 522,045 

長期貸付金 ※３ 108,115 414,856 

敷金及び保証金 326,372 ※２ 205,854 

長期未収入金 － 666,124 

その他 500 － 

貸倒引当金 － △1,081,928 

投資その他の資産合計 986,050 726,952 

固定資産合計 2,147,236 2,131,811 

資産合計 3,977,716 2,278,478 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部 

流動負債 

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 731,482 ※２ 550,730 

未払金 16,205 ※３ 20,375 

未払費用 2,816 3,487 

未払法人税等 4,667 3,773 

預り金 33,566 19,888 

偶発損失引当金 27,300 3,400 

賞与引当金 3,919 － 

その他 14,128 209,742 

流動負債合計 834,086 811,396 

固定負債 

長期借入金 ※２ 747,640 ※２ 298,290 

偶発損失引当金 3,400 － 

長期預り保証金 35,980 46,277 

固定負債合計 787,020 344,567 

負債合計 1,621,106 1,155,963 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,821,160 1,821,160 

資本剰余金 

資本準備金 906,000 906,000 

資本剰余金合計 906,000 906,000 

利益剰余金 

利益準備金 9,581 9,581 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △354,629 △1,578,407 

利益剰余金合計 △345,048 △1,568,826 

自己株式 △38,802 △39,010 

株主資本合計 2,343,310 1,119,323 

新株予約権 13,300 3,192 

純資産合計 2,356,610 1,122,515 

負債純資産合計 3,977,716 2,278,478 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 ※１ 310,539 ※１ 270,677 

売上原価 187,912 113,579 

売上総利益 122,626 157,097 

販売費及び一般管理費 ※２ 246,813 ※２ 241,997 

営業利益 △124,186 △84,900 

営業外収益 

受取利息 ※１ 57,365 ※１ 37,262 

雑収入 5,195 2,340 

その他 － 22 

営業外収益合計 62,561 39,625 

営業外費用 

支払利息 33,896 23,013 

雑損失 3,603 837 

その他 － 3,864 

営業外費用合計 37,500 27,715 

経常利益 △99,126 △72,990 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 50,575 

その他 3,548 14,434 

特別利益合計 3,548 65,009 

特別損失 

減損損失 ※４ 129,446 ※４ 73,921 

固定資産廃棄損 ※３ 22,188 ※３ 8,560 

関係会社株式評価損 310,182 29,017 

偶発損失引当金繰入額 14,405 － 

貸倒引当金繰入額 290,810 956,437 

貸倒損失 1,088 583 

訴訟関連費用 32,944 213,256 

その他 － 67,198 

特別損失合計 801,065 1,348,974 

税引前当期純利益 △896,643 △1,356,955 

法人税、住民税及び事業税 △163,328 △133,176 

法人税等調整額 57,615 － 

法人税等合計 △105,712 △133,176 

当期純利益 △790,931 △1,223,778 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,821,160 1,821,160 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,821,160 1,821,160 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 906,000 906,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 906,000 906,000 

資本剰余金合計 

前期末残高 906,000 906,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 906,000 906,000 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 9,581 9,581 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,581 9,581 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 505,285 △354,629 

当期変動額 

剰余金の配当 △68,983 － 

当期純利益 △790,931 △1,223,778 

当期変動額合計 △859,914 △1,223,778 

当期末残高 △354,629 △1,578,407 

利益剰余金合計 

前期末残高 514,866 △345,048 

当期変動額 

剰余金の配当 △68,983 － 

当期純利益 △790,931 △1,223,778 

当期変動額合計 △859,914 △1,223,778 

当期末残高 △345,048 △1,568,826 

自己株式 

前期末残高 △38,299 △38,802 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

当期変動額 

自己株式の取得 △502 △208 

当期変動額合計 △502 △208 

当期末残高 △38,802 △39,010 

株主資本合計 

前期末残高 3,203,727 2,343,310 

当期変動額 

剰余金の配当 △68,983 － 

当期純利益 △790,931 △1,223,778 

自己株式の取得 △502 △208 

当期変動額合計 △860,417 △1,223,987 

当期末残高 2,343,310 1,119,323 

新株予約権 

前期末残高 15,078 13,300 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,778 △10,108 

当期変動額合計 △1,778 △10,108 

当期末残高 13,300 3,192 

純資産合計 

前期末残高 3,218,805 2,356,610 

当期変動額 

剰余金の配当 △68,983 － 

当期純利益 △790,931 △1,223,778 

自己株式の取得 △502 △208 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,778 △10,108 

当期変動額合計 △862,195 △1,234,095 

当期末残高 2,356,610 1,122,515 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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 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) 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。

(2) 偶発損失引当金

 同左 

  

 

 

(3) 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。

(3) 賞与引当金

―

  

(4）訴訟損失引当金 

―

(4）訴訟損失引当金

  今後訴訟の経過により発生する可

能性が高い補償コストなどについて

合理的な見積り額を計上しておりま

す。
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項目
前事業年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

４ 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

５ 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

連結納税制度を適用しております。 

 

(2) 連結納税制度の適用

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

（会計方針の変更）

前事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(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。

―――
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（表示方法の変更）

前事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

（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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(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) (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. 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 (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。

  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。

(2) 訴訟の趣旨 (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。

  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 (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。 

  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 (4) 被告の会社更生手続き開始 

 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。 

   被告である株式会社Sea Capitalは、平成21年6月9

日付けで、東京地方裁判所にDIP型の会社更生法を申請

し、平成21年6月30日付で平成21年(ミ)第28号会社更生

事件として受付されました。
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前事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(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。

(5) 今後の見通し 

  被告の会社更生手続き開始により中断していた訴訟

手続きは、平成21年10月16日に再開しております。顧

問弁護士等の意見のもとに、当社には違約金支払債務

は存在しないと確信しておりますが、本件訴訟を提起

してから長期間が経過していることや訴訟費用負担の

増加等を総合的に勘案した対応を行います。

(6) 当該訴訟に関連して当連結会計年度に発生した費用

は13,256千円となり、特別損失の訴訟関連損失に含め

ております。また、訴訟損失引当金として200百万円を

計上しております。

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)【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20年11月30日)

当事業年度 
(平成21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 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

 

※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 83,482

土地 1,286,071

保証金 200,000

 計 1,569,553

   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)

824,620

 計 824,620

※３ 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
 

※３ 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

未払金 11,094

短期貸付金 108,115

 

 

 

 ４ 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。

 

 

 ４ 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 462,588 借入債務

   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 4,725 割賦契約債務
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21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 166,065

受取利息 53,701

※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 148,709

受取利息 37,052

 

※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

賞与引当金 32,628

地代家賃 26,551

雑費 15,774

  
 

※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 26,771

給与 48,138

支払報酬 48,665

地代家賃 34,819

※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

※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 6,685

構築物 405

工具、器具及び備品 1,468

 計 8,560

 

※４ 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。 

 なお、当資産グループの回収可能価格は、正味売

却価額により測定しており、建物及び土地について

は、直近の路線価をもとに評価しております。

 

※４ 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 岡山新保
建物
土地

   急激な不動産価格の低下により、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として

計上いたしました。  

 その内訳は、建物7,382千円、土地66,538千円で

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

価格により測定しており、建物および土地について

は、直近の路線価をもとに評価しております。
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(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。 

 
(注) 自己株式の増加数２千株は、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

 

当事業年度(自 平成20年12月１日 至 平成21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 190 2 ― 192

合計 190 2 ― 192
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

 ――― ―――

- 65 -

㈱コージツ（9905）平成21年11月期　決算短信



 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19年12月１日 至 平成20年11月30日)

当事業年度(自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年11月30日)

当事業年度 
(平成21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 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 ―
 

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 660,735

有形固定資産 441,973

子会社株式 98,001

貸倒引当金 486,091

訴訟損失引当金 81,380

その他 2,415

繰延税金資産小計 1,770,597

評価性引当額 △1,770,597

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。
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該当事項はありません。 

  

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19年12月１日 至 平成20年11月30日)

当事業年度(自 平成20年12月１日 至 平成21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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

 
１株当たり純資産額 101.92円

 
１株当たり純資産額 48.69円

 
１株当たり当期純利益 △34.40円

 
１株当たり当期純利益 △53.23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。

 
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19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当事業年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) △790,931 △1,223,778

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) △790,931 △1,223,778

期中平均株式数(株) 22,992,495 22,989,629

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) ― ―

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  
 

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405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228
個  
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該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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役員の異動につきましては開示内容が定まり次第、別途開示いたします。 

  

6. その他

(1) 役員の異動
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