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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期第1四半期 1,775 △24.2 △39 ― △47 ― △136 ―
21年11月期第1四半期 2,342 30.8 △35 ― △55 ― △49 ―

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

22年11月期第1四半期 △5.94 ―
21年11月期第1四半期 △2.15 ―

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

22年11月期第1四半期 4,949 1,592 32.1 69.13
21年11月期 5,339 1,709 31.7 73.71

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  1,589百万円 21年11月期  1,694百万円

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
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

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

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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 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）  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、４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） 

(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 
本資料に記載した予想数値は、当社が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。業績予想に関する事項については、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下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期第1四半期 23,181,000株 21年11月期  23,181,000株
② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  192,921株 21年11月期  192,561株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 22,988,319株 21年11月期第1四半期 22,990,941株
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当第１四半期における我が国経済は、新興国経済の回復などによる輸出の持ち直しや景気対策効果など

により景況感に若干の改善がみられるものの、厳しい雇用・所得環境が続き、個人消費は依然低調に推移

しております。 

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、従来よ

り実施している積極的な出店、より好立地な場所への店舗移転や店舗毎に顧客獲得ための諸施策を実施し

たことにより、前年を上回る売上高となりました。 

 利益面におきましては、在庫整理による品揃えの見直しが、一時的に粗利益率を低下させたこと等によ

り前年同時期を下回っておりますが、この品揃えの見直しは今後の商品回転率、業務効率の向上を見込ん

で実施しているものであります。 

不動産事業におきましては、ホールディング会社が保有している賃貸物件の入居率に変更は無く、売

上、利益面共にほぼ当初見込んでいた業績の通り推移しております。 

その他事業におきましては、当第１四半期において中華資源集團有限公司の全株式を譲渡し、連結子会

社から除外したことにより、特別損失を112百万円計上することとなりましたが、概ね売上、利益面共に

当初見込んでいた業績の通り推移しております。 

以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高は1,775百万円（前年同期比24.2％減）、営業損失39百万

円（前年同期営業損失35百万円）、経常損失47百万円（前年同期経常損失55百万円）、四半期純損失136

百万円（前年同期当四半期純損失49百万円）となりました。 

なお、前連結会計年度に比べ売上高が大幅に減少いたしましたのは、不動産子会社を売却したことによ

るもので、主たる事業である登山用品販売事業の売上高は1,756百万円（前年同期比6.7％増）と増収とな

りました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

資産の合計は4,949百万円となり、前連結会計年度（以下「前期末」といいます。）と比較して390百万

円減少しました。このうち流動資産は2,422百万円となり、前期末と比較して157百万円減少しました。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2,526百万円となり、前期末と比較して232

百万円減少しました。これは主に保証金と投資有価証券の減少によるものであります。 

（負債） 

負債の合計は3,356百万円となり、前期末と比較して273百万円減少しました。このうち流動負債は

2,839百万円となり、前期末と比較して149百万円減少しました。これは主に短期借入金が増加したもの

の、支払手形および訴訟関連引当金が減少したことによるものであります。固定負債は517百万円となり

前期末と比較して124百万円減少しました。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1,592百万円となり、前期末と比較して116百万円減少しました。これは主に子会社株式

売却に伴い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
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(2) キャッシュ・フローの状況 

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97百万円増加し、893百万円となりました。 

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使用した資金は557百万円となりました。これは主

に税金等調整前四半期純損失の計上136百万円、仕入債務の増加501百万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得られた資金は199百万円となりました。これは主

に、支出面では敷金及び保証金の差入による支出49百万円、収入面では敷金及び保証金の回収による収入

274百万円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） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は455百万円となりました。これは主

に長期借入金の返済による支出181百万円があったものの、短期借入金の借入による収入642百万円があっ

たことによるものであります。 

  

当第１四半期の業績はほぼ当初計画通りに推移しているため、平成22年１月15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。 

 なお、第２四半期連結累計期間が営業損失で通期が営業利益の業績予想となっているのは、売上高の比

重が登山シーズンの中心となる第３四半期連結累計期間以降に高くなっていることによるものです。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①税金費用の計算 

当連結会計年度の税金等調整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。 

②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、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場合に、前連結会計年度末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り算定しております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、前連結会計年度において重要な当期純損失を計上しており、当該事象による継続企

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。 

 しかしながら当社グループは、以下のとおり各種合理化策の推進によりその解消または改善に向けた

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。

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譲渡

し、特別損失を前連結会計年度に計上いたしました。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・キャピタル株式会社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、全額貸倒引当金を計上し

ております。今後、回収による資金化へ努め、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が大きい海外コンサルティング事業の切

離しも当第１四半期連結累計期間に完了し、海外子会社に対する貸付金等に関しましても、前連結会計

年度において慎重に検討した結果、貸倒引当金を計上しております。これにより、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。 

  ③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。 

 当期においても、商圏人口の多い地域を中心に出店、リニューアル等を行い、さらなる業績向上に努

めてまいります。 

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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22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21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 913,414 816,154

売掛金 104,217 146,123

たな卸資産 1,128,486 1,275,616

繰延税金資産 117,051 117,051

その他 159,868 278,907

貸倒引当金 △204 △53,308

流動資産合計 2,422,833 2,580,544

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 405,065 417,774

工具、器具及び備品（純額） 128,427 125,989

土地 1,285,595 1,285,595

その他（純額） 32,262 216

有形固定資産合計 1,851,350 1,829,575

無形固定資産

電話加入権 6,738 6,738

ソフトウエア 104,154 107,091

無形固定資産合計 110,892 113,830

投資その他の資産

投資有価証券 － 90,862

長期貸付金 414,856 414,856

敷金及び保証金 563,772 721,631

長期未収入金 666,124 666,124

繰延税金資産 1,139 1,139

その他 － 2,910

貸倒引当金 △1,081,928 △1,081,928

投資その他の資産合計 563,964 815,595

固定資産合計 2,526,207 2,759,001

資産合計 4,949,041 5,339,546
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,013,441 1,515,432

短期借入金 642,000 －

1年内返済予定の長期借入金 671,888 725,052

未払費用 128,657 320,874

未払法人税等 3,850 37,591

賞与引当金 48,665 －

役員賞与引当金 607 2,213

偶発損失引当金 56,102 47,772

ポイント引当金 40,998 35,596

訴訟損失引当金 － 200,000

その他 233,310 104,470

流動負債合計 2,839,521 2,989,002

固定負債

長期借入金 457,828 586,556

その他 59,431 54,743

固定負債合計 517,259 641,299

負債合計 3,356,781 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 △1,099,055 △927,690

自己株式 △39,037 △39,010

株主資本合計 1,589,067 1,760,459

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 － △65,998

評価・換算差額等合計 － △65,998

新株予約権 3,192 3,192

少数株主持分 － 11,590

純資産合計 1,592,259 1,709,244

負債純資産合計 4,949,041 5,339,546
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 2,342,410 1,775,478

売上原価 1,670,255 1,103,496

売上総利益 672,155 671,982

販売費及び一般管理費

給料及び手当 186,914 191,306

地代家賃 161,244 175,229

その他 359,051 345,264

販売費及び一般管理費合計 707,210 711,800

営業損失（△） △35,055 △39,818

営業外収益

受取利息 877 38

雑収入 9,661 791

その他 766 －

営業外収益合計 11,304 829

営業外費用

支払利息 11,803 8,054

持分法による投資損失 12,647 －

雑損失 7,100 206

その他 － 40

営業外費用合計 31,551 8,300

経常損失(△) △55,302 △47,289

特別利益

過年度損益修正益 1,745 12,143

訴訟損失引当金戻入額 － 16,909

その他 5,420 9,450

特別利益合計 7,166 38,503

特別損失

貸倒引当金繰入額 3,092 12,779

訴訟関連損失 3,041 1,098

関係会社株式売却損 － 112,604

その他 2,034 735

特別損失合計 8,168 127,218

税金等調整前四半期純損失（△） △56,305 △136,004

法人税、住民税及び事業税 1,382 590

法人税等合計 1,382 590

少数株主損失（△） △8,157 －

四半期純損失（△） △49,530 △136,595
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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)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22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損失（△） △56,305 △136,004

減価償却費 40,020 39,313

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △200,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,286 △67

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 41,905

たな卸資産の増減額（△は増加） 788,008 147,130

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 △501,991

関係会社株式売却損益（△は益） － 112,604

その他 △194,525 86,891

小計 233,578 △410,216

利息及び配当金の受取額 900 38

利息の支払額 △10,924 △7,541

法人税等の支払額 △55,480 △35,838

訴訟関連損失の支払額 － △103,844

営業活動によるキャッシュ・フロー 168,073 △557,403

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 △11,197

有形固定資産の売却による収入 1,947 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ △28

敷金及び保証金の差入による支出 △5,755 △49,516

敷金及び保証金の回収による収入 5,955 274,250

貸付金の回収による収入 30,510 －

その他 766 △14,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,030 199,318

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） △150,000 642,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △4,725 △4,725

長期借入金の返済による支出 △223,891 △181,892

自己株式の取得による支出 － △26

配当金の支払額 △67 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,683 455,342

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 97,257

現金及び現金同等物の期首残高 1,184,032 796,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 934,793 893,334
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

 
 ※登山用品販売事業が、前年に対し営業利益が減少しているのは、第２四半期における新規出店、 

  店舗移転等に関連した費用が先行して発生したことによるものです。 

  

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

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 1,756,307 19,513 17,016 1,792,837 △17,359 1,775,478

営業費用 1,767,921 10,746 6,884 1,785,551 29,745 1,815,296

営業利益 
（または営業損失△)

△11,613 8,767 10,131 7,286 △47,104 △39,818

(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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