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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8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3四半期 7,466 7.6 340 29.5 313 32.2 162 ―
21年11月期第3四半期 6,936 5.2 263 130.7 237 225.3 △549 ―

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3四半期 6.71 ―
21年11月期第3四半期 △23.89 ―

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3四半期 6,786 2,434 35.8 84.53
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3四半期  2,431百万円 21年11月期  1,694百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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）当四半期における業績予想の修正有無  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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P. 4 「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q 28,962,000株 21年11月期  23,181,000株
② 期末自己株式数 22年11月期3Q  193,633株 21年11月期  192,561株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 24,272,609株 21年11月期3Q 22,989,945株
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当第3四半期累計期間における我が国の経済は、海外経済の改善を起点とし緩やかに回復しつつあり、

個人消費に好転の兆候がみられ、企業収益は回復基調にあるものの、依然として雇用、所得環境の改善が

進まず、国内経済は先行不透明な状況で推移しております。 

このような経済状況のもと、当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、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に設備投資を積極的に行いました。当第3四半期会

計期間においては浦和パルコ店を新規出店し、大阪梅田店、名古屋栄店、さいか屋川崎店の3店舗のリニ

ューアル（増床）を行いました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は好日山荘39店舗、

WEBSHOP１店舗、GRAVITY RESERCH１店舗となりました。  

 また、従前より続いている富士登山ブームに加え、各種メディアにおいて「山ガール」として取り上げ

られている20代後半から40代の女性を中心とした登山者の増加等の要因もあり、業績は堅調に推移いたし

ました。さらに、自社サイトとして好日山荘WEBSHOP本店の営業を開始し、ホームページにおいては、お

客様に役立つ情報を発信できるサイトへの抜本的なリニューアルを実施しました。この結果、登山用品販

売事業の売上高は前年同期を大きく上回る結果となりました。 

利益面におきましては、新規出店・移転・リニューアルに伴う設備投資による経費等の増加が先行した

ため、前年同期を下回っておりますが、新規出店店舗・移転店舗の業績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３四半期累計期間の業績は、売上高は7,466百万円（前年同期比7.6％増）となり前年

同期（6,936百万円）を上回りました。中核事業である登山用品販売事業は7,419百万円（前年同期比

20.4％増）となり前年同期（6,164百万円）を大きく上回る結果となりました。 

 また、利益面では営業利益340百万円（前年同期営業利益263百万円）、経常利益313百万円（前年同期

経常利益237百万円）、四半期純利益162百万円（前年同期四半期純損失549百万円）となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

資産の合計は6,786百万円となり、前連結会計年度（以下「前期末」といいます。）と比較して1,446百

万円増加しました。このうち流動資産は3,993百万円となり、前期末と比較して1,412百万円増加しまし

た。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。固定資産は2,792百万円となり、前期末と比

較して33百万円増加しました。これは主に有形固定資産が増加したことによるものであります。 

  

（負債） 

負債の合計は4,351百万円となり、前期末と比較して721百万円増加しました。このうち流動負債は

3,430百万円となり、前期末と比較して441百万円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金が増加し

たことによるものであります。固定負債は920百万円となり前期末と比較して279百万円増加しました。こ

れは主に長期借入金が増加したことによるものであります。 

  

（純資産） 

純資産の合計は2,434百万円となり、前期末と比較して725百万円増加しました。これは主に増資により

資本金と資本剰余金が増加したことによるものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四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1,179百万円増加し、1,975百万円となりました。 

当第３四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３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は460百万円となりました。これは主

に税金等調整前四半期純利益の計上212百万円、仕入債務の増加465百万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３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は69百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出154百万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３四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789百万円となりました。これは主

に増資による収入535百万円があったことによるものであります。 

  

当第３四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。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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。 

  

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したが、当第３四半期

連結累計期間において四半期純利益が計上されたこと、および平成22年７月16日付け第三者割当増資に

より財務体質が改善されたことで、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

状況は解消されております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成22年８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 2,012,653 816,154

売掛金 265,639 146,123

たな卸資産 1,339,627 1,275,616

繰延税金資産 117,051 117,051

その他 258,988 278,907

貸倒引当金 △621 △53,308

流動資産合計 3,993,339 2,580,544

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 537,406 417,774

工具、器具及び備品（純額） 193,566 125,989

土地 1,285,595 1,285,595

その他（純額） 393 216

有形固定資産合計 2,016,962 1,829,575

無形固定資産

電話加入権 6,738 6,738

ソフトウエア 96,396 107,091

無形固定資産合計 103,134 113,830

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 672,634 721,631

長期未収入金 666,124 666,124

繰延税金資産 1,139 1,139

その他 0 2,910

貸倒引当金 △1,081,928 △1,081,928

投資その他の資産合計 672,827 815,595

固定資産合計 2,792,923 2,759,001

資産合計 6,786,262 5,339,546
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８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 1,980,927 1,515,432

短期借入金 128,750 －

1年内返済予定の長期借入金 576,578 725,052

未払費用 124,807 320,874

未払法人税等 10,639 37,591

賞与引当金 178,293 －

役員賞与引当金 2,733 2,213

偶発損失引当金 27,996 47,772

ポイント引当金 58,613 35,596

訴訟損失引当金 － 200,000

その他 341,308 104,470

流動負債合計 3,430,647 2,989,002

固定負債

長期借入金 865,245 586,556

その他 55,410 54,743

固定負債合計 920,655 641,299

負債合計 4,351,302 3,630,302

純資産の部

株主資本

資本金 2,092,867 1,821,160

資本剰余金 1,177,707 906,000

利益剰余金 △799,706 △927,690

自己株式 △39,099 △39,010

株主資本合計 2,431,768 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 2,434,960 1,709,244

負債純資産合計 6,786,262 5,339,546
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
 至 平成22年８月31日)

売上高 6,936,617 7,466,414

売上原価 4,474,005 4,555,929

売上総利益 2,462,611 2,910,484

販売費及び一般管理費

給料及び手当 572,840 643,415

地代家賃 495,015 583,743

その他 1,131,756 1,342,624

販売費及び一般管理費合計 2,199,611 2,569,784

営業利益 263,000 340,700

営業外収益

受取利息 1,142 8,520

雑収入 13,681 2,602

その他 385 －

営業外収益合計 15,210 11,123

営業外費用

支払利息 28,283 25,090

持分法による投資損失 4,869 －

雑損失 7,821 557

その他 1 12,634

営業外費用合計 40,975 38,282

経常利益 237,235 313,541

特別利益

過年度損益修正益 1,846 18,496

訴訟損失引当金戻入額 － 16,901

関係会社株式売却益 326,413 －

その他 19,539 30,990

特別利益合計 347,798 66,387

特別損失

貸倒引当金繰入額 1,085,185 －

偶発損失引当金繰入額 － 51,898

訴訟関連損失 9,261 1,098

関係会社株式売却損 － 112,604

その他 6,457 1,592

特別損失合計 1,100,905 167,195

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△515,870 212,734

法人税、住民税及び事業税 56,515 49,981

法人税等合計 56,515 49,981

少数株主損失（△） △23,264 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △549,121 162,753
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年８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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△515,870 212,734

減価償却費 136,703 152,053

減損損失 1,500 －

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） 1,081,013 349

持分法による投資損益（△は益） 4,869 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,760 △119,516

たな卸資産の増減額（△は増加） 841,128 △64,011

仕入債務の増減額（△は減少） △236,264 465,495

関係会社株式売却損益（△は益） △326,413 112,604

その他 △202,752 181,385

小計 790,673 741,096

利息及び配当金の受取額 1,142 8,520

利息の支払額 △26,103 △24,421

法人税等の支払額 △55,270 △82,033

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 710,442 460,063

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 △271,893 △154,941

有形固定資産の売却による収入 2,069 1,393

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

△3,532 △28

敷金及び保証金の差入による支出 △19,955 △186,131

敷金及び保証金の回収による収入 75,863 302,005

貸付けによる支出 △1,035 △170

貸付金の回収による収入 30,510 20

その他 20,462 △31,629

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,511 △69,482

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） △520,000 128,750

設備関係割賦債務の返済による支出 △14,175 △4,725

長期借入金の返済による支出 △766,762 △829,785

長期借入れによる収入 150,000 960,000

自己株式の取得による支出 △137 △88

配当金の支払額 △284 △260

増資による収入 － 535,232

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,151,359 789,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,222 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △610,651 1,179,703

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 573,381 1,975,779
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

 
  

当社は、平成22年7月16日付けで、PENTLAND Group Plcと投資事業有限責任組合DRCⅡから第三者割当

増資の払込みを受けました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が271,707千円、資本準備金が271,707千円増加

し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,092,867千円、資本剰余金が1,177,707千円となっ

ております。 

  

(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）

売上高 6,164,574 775,642 31,409 6,971,626 △35,009 6,936,617

営業費用 5,706,762 808,170 38,079 6,553,012 120,604 6,673,617

営業利益 
（または営業損失△）

457,812 △32,528 △6,670 418,614 △155,614 263,000

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)

売上高 7,419,222 54,631 51,100 7,524,954 △58,540 7,466,414

営業費用 7,002,239 25,153 23,500 7,050,893 74,819 7,125,713

営業利益 416,982 29,478 27,600 474,061 △133,360 340,700

(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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