
平成22年11月期 第2四半期決算短信 

平成22年6月30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） 経理部長 （氏名） 雨宮 正文 TEL 03-5283-8866
四半期報告書提出予定日 平成22年7月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年11月期第2四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年5月31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2四半期 3,949 △4.1 △30 ― △46 ― △150 ―
21年11月期第2四半期 4,119 3.5 △84 ― △112 ― △117 ―

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2四半期 △6.54 ―
21年11月期第2四半期 △5.13 ―

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2四半期 5,460 1,578 28.9 68.52
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2四半期  1,575百万円 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 ― 0.00
22年11月期 

（予想） ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  193,169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2四半期 22,988,075株 21年11月期第2四半期 22,990,288株
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、世界的な金融危機による景気低迷が続く中、政府

の各種対策の効果等もあり個人消費に好転の兆候がみられ、企業収益は緩やかな回復基調にあるものの、

依然として所得・雇用環境の改善が進まず国内経済は本格的な回復には至らない状況で推移いたしまし

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、川西

店、ララスクエア宇都宮店、福岡パルコ店の３店舗を新規出店し、西日本 大級のクライミングジム『グ

ラビティリサーチ』を併設した神戸本店を始め、ララガーデンつくば店、マルヤガーデンズ鹿児島店、静

岡パルコ店として４店舗がより好立地な場所へ移転（増床）したことにより前年を15.6％上回る売上とな

りました。また、既存店舗におきましても、天候にも恵まれ前年を10.3％上回る売上となりました。 

 利益面におきましては、店舗の新設・移転に伴う設備投資による経費の増加、在庫整理による品揃えの

見直しによる一時的な粗利益率の低下等により前年同時期を下回っておりますが、新規出店・移転（増

床）は概ね計画通りに推移しており今後の当社の利益に大きく貢献していく見込みであります。 

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２四半期累計期間の業績は、不動産子会社及び海外コンサルティング会社を譲渡した

ことで売上高は3,949百万円（前年同期比4.1％減）となり前年同期（4,119百万円）を下回りましたが、

中核事業である登山用品販売事業は3,912百万円（前年同期比15.6％増）となり前年同期（3,383百万円）

を上回る結果となりました。 

 また、利益面では営業損失30百万円（前年同期営業損失84百万円）、経常損失46百万円（前年同期経常

損失112百万円）、四半期純損失150百万円（前年同期当四半期純損失117百万円）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5,460百万円となり、前連結会計年度（以下「前期末」といいます。）と比較して120百万

円増加しました。このうち流動資産は2,718百万円となり、前期末と比較して137百万円増加しました。こ

れは主にたな卸資産の増加によるものであります。固定資産は2,742百万円となり、前期末と比較して16

百万円減少しました。これは主に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3,881百万円となり、前期末と比較して251百万円増加しました。このうち流動負債は

3,340百万円となり、前期末と比較して351百万円増加しました。これは主に短期借入金が増加したことに

よるものであります。固定負債は540百万円となり前期末と比較して100百万円減少しました。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1,578百万円となり、前期末と比較して130百万円減少しました。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２四半期連結累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137百万円減少し、658百万円となりました。 

当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は481百万円となりました。これは主

に税金等調整前四半期純損失の計上147百万円、たな卸資産の増加171百万円や訴訟関連損失の支払183百

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２四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は39百万円となりました。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150百万円、収入面では敷金及び保証金の回収による収

入291百万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２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は304百万円となりました。これは主

に長期借入金の返済による支出392百万円があったものの、長期借入金の借入による収入300百万円や短期

借入金の純増額402百万円があったことによるものであります。 

  

当第２四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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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86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２四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 705,567 816,154

売掛金 229,430 146,123

たな卸資産 1,446,955 1,275,616

繰延税金資産 117,051 117,051

その他 219,623 278,907

貸倒引当金 △485 △53,308

流動資産合計 2,718,143 2,580,544

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 534,816 417,774

工具、器具及び備品（純額） 168,386 125,989

土地 1,285,595 1,285,595

その他（純額） 216 216

有形固定資産合計 1,989,014 1,829,575

無形固定資産

電話加入権 6,738 6,738

ソフトウエア 96,337 107,091

ソフトウエア仮勘定 2,390 －

無形固定資産合計 105,466 113,830

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 647,463 721,631

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 647,655 815,595

固定資産合計 2,742,136 2,759,001

資産合計 5,460,279 5,339,546
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 1,629,781 1,515,432

短期借入金 402,500 －

1年内返済予定の長期借入金 733,678 725,052

未払費用 127,220 320,874

未払法人税等 7,875 37,591

賞与引当金 112,043 －

役員賞与引当金 1,518 2,213

偶発損失引当金 16,179 47,772

ポイント引当金 47,933 35,596

訴訟損失引当金 － 200,000

その他 262,263 104,470

流動負債合計 3,340,994 2,989,002

固定負債

長期借入金 485,202 586,556

その他 55,701 54,743

固定負債合計 540,903 641,299

負債合計 3,881,897 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 △1,112,914 △927,690

自己株式 △39,056 △39,010

株主資本合計 1,575,190 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 1,578,382 1,709,244

負債純資産合計 5,460,279 5,339,546
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 4,119,241 3,949,117

売上原価 2,758,157 2,414,765

売上総利益 1,361,083 1,534,351

販売費及び一般管理費

給料及び手当 381,263 408,575

地代家賃 325,327 366,553

その他 739,099 790,111

販売費及び一般管理費合計 1,445,690 1,565,240

営業損失（△） △84,607 △30,888

営業外収益

受取利息 1,106 200

雑収入 11,997 1,778

その他 253 －

営業外収益合計 13,357 1,979

営業外費用

支払利息 21,029 16,731

持分法による投資損失 12,789 －

雑損失 7,534 662

その他 1 80

営業外費用合計 41,354 17,473

経常損失（△） △112,604 △46,383

特別利益

過年度損益修正益 1,871 27,542

訴訟損失引当金戻入額 － 16,909

その他 16,022 9,450

特別利益合計 17,893 53,902

特別損失

貸倒引当金繰入額 4,178 －

偶発損失引当金繰入額 － 39,328

訴訟関連損失 6,260 1,106

関係会社株式売却損 － 112,604

その他 4,233 1,592

特別損失合計 14,672 154,633

税金等調整前四半期純損失（△） △109,382 △147,114

法人税、住民税及び事業税 4,639 3,339

法人税等合計 4,639 3,339

少数株主利益 3,958 －

四半期純損失（△） △117,981 △150,453
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年５月31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（△） △109,382 △147,114

減価償却費 88,243 91,548

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） △61 213

持分法による投資損益（△は益） 12,789 －

売上債権の増減額（△は増加） 37,688 △83,307

たな卸資産の増減額（△は増加） 662,961 △171,338

仕入債務の増減額（△は減少） △486,038 114,349

関係会社株式売却損益（△は益） － 112,604

その他 △320,493 37,173

小計 △114,293 △245,870

利息及び配当金の受取額 1,106 200

利息の支払額 △20,135 △16,722

法人税等の支払額 △4,827 △36,070

訴訟関連損失の支払額 － △183,098

営業活動によるキャッシュ・フロー △138,149 △481,561

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 △164,557 △60,216

有形固定資産の売却による収入 2,099 －

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 △19,955 △150,094

敷金及び保証金の回収による収入 60,890 291,140

貸付けによる支出 △1,050 △50

貸付金の回収による収入 30,510 －

その他 31,634 △41,336

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,429 39,413

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） △150,000 402,500

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 △510,540 △392,728

長期借入れによる収入 150,000 300,000

自己株式の取得による支出 △137 △45

配当金の支払額 △185 △234

財務活動によるキャッシュ・フロー △515,588 304,766

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,402 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △716,569 △137,381

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 467,462 658,695
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日） 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年５月31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 3,383,846 737,794 20,939 4,142,580 △23,339 4,119,241

営業費用 3,331,949 758,696 27,787 4,118,433 85,414 4,203,848

営業利益 
（または営業損失△）

51,896 △20,902 △6,847 24,146 △108,753 △84,607

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 3,912,730 37,072 34,059 3,983,863 △34,745 3,949,117

営業費用 3,890,218 17,636 12,655 3,920,510 59,495 3,980,006

営業利益 
（または営業損失△)

22,512 19,436 21,404 63,352 △94,241 △30,888

(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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