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1.  平成23年11月期第1四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23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 ％

23年11月期第1四半期 2,366 33.3 △18 ― △25 ― △178 ―
22年11月期第1四半期 1,775 △24.2 △39 ― △47 ― △136 ―

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

23年11月期第1四半期 △6.21 ―
22年11月期第1四半期 △5.94 ―

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

23年11月期第1四半期 6,532 2,194 33.6 76.21
22年11月期 6,858 2,373 34.6 82.41

（参考） 自己資本   23年11月期第1四半期  2,192百万円 22年11月期  2,370百万円

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

22年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年11月期 ―
23年11月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計) 4,948 25.3 △62 ― △81 ― △247 ― △8.58

通期 12,062 21.2 488 27.4 461 33.6 226 237.3 7.85



(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」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年11月期1Q 28,962,000株 22年11月期  28,962,000株
② 期末自己株式数 23年11月期1Q  193,831株 22年11月期  193,633株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期1Q 28,768,301株 22年11月期1Q 22,988,319株
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当第１四半期連結会計期間（平成22年12月１日～平成23年２月28日）におけるわが国経済は、景気は

緩やかに持ち直しの動きがみられるものの、失業率が高水準にあるなど依然として雇用・所得環境は厳

しい状況にあり、先行きが不透明のまま推移いたしました。 

 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、当第

１四半期連結会計期間において、ロックシティ姫路店を新規出店、アイム小倉店を移転出店、瑞穂店、

横浜西口店をリニューアルしました。また、既存店舗におきましても急激な気温低下が追い風となり冬

物衣料、冬山用ギアの販売が好調だったことに加え、新規顧客の増加などにより登山靴・ザック等の販

売も好調に推移し、前年を上回る売上高となりました。 

 利益面では、営業利益および経常利益につきましては、売上高が堅調に推移したことを要因として前

年同時期を上回る利益で推移しておりますが、当期純利益につきましては、連結子会社において資産除

去債務に関する会計基準の適用による特別損失を計上したことにより前年を下回る結果となりました。

その他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

上高、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。 

以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高は2,366百万円（前年同期比33.3％増）、営業損失18百

万円（前年同期営業損失39百万円）、経常損失25百万円（前年同期経常損失47百万円）、資産除去債務

に関する会計基準の適用に伴う影響額148百万円の特別損失を計上したことにより、四半期純損失178百

万円（前年同期四半期純損失136百万円）となりました。 

なお、当社グループの売上高及び利益は、中核事業である登山用品販売事業の業績が上半期に比べ、

登山シーズンと重なる下半期に向上するため、上半期が下半期を下回る結果となっております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

資産の合計は、前連結会計年度（以下「前期末」という。）と比べて4.7％減少し、6,532百万円とな

りました。 

 流動資産は、前期末と比べて11.6％減少し、3,589百万円となりました。これは、現金及び預金が175

百万円、たな卸資産が240百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は前期末と比較して5.3％増加し、2,943百万円となりました。これは、資産除去債務に関す

る会計基準の適用に伴う影響等により建物及び構築物（純額）が94百万円、新規出店などにより敷金及

び保証金が27百万円増加したことなどによります。 

（負債） 

負債の合計は、前期末と比べて3.3％減少し、4,338百万円となりました。 

 流動負債は、前期末と比べて12.3％減少し、3,062百万円となりました。これは、短期借入金が481百

万円増加し、支払手形及び買掛金が696百万円、未払費用が245百万円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前期末と比べて28.7％増加し、1,276百万円となりました。これは、資産除去債務が244

百万円増加したことなどによります。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

純資産の合計は、前期末と比べて7.5％減少し、2,194百万円となりました。これは、四半期純損失を

計上したことにより利益剰余金が178百万円減少したことなどによります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末と

比べ175百万円減少し、1,455百万円となりました。 

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ける営業活動による資金の減少は、560百万円となりました。これは

主に税金等調整前四半期純損失の計上176百万円や仕入債務の減少696百万円があったことによります。

（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ける投資活動による資金の減少は138百万円となりました。これは主

に有形固定資産の取得による支出101百万円、敷金及び保証金の差入による支出36百万円があったこと

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524百万円となりました。これは

主に長期借入金の返済による支出156百万円があったものの、短期借入金の純増額481百万円や長期借入

れによる収入200百万円があったことによるものであります。 

  

当第１四半期の業績は概ね当初計画通りに推移しているため、平成23年１月14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、「東北地方太平洋沖地震」による当社業績への影響につきまして、開示すべき事項が生じた場

合には速やかにお知らせいたします。 

  

(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。 

なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

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。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第１四半期連結会計期間の営業利益は６百万円、経常利益は６百万円、税金当調整前

四半期純利益は155百万円減少しております。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動

額は259百万円であり、当該変動額のうち23百万円は前期末における偶発損失引当金の残高の一部を資

産除去債務として引き継いだ額であります。 

②四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府

令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科

目で表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,502,664 1,677,929

売掛金 138,731 188,397

たな卸資産 1,556,448 1,796,992

繰延税金資産 178,240 178,240

その他 215,014 220,475

貸倒引当金 △1,464 △453

流動資産合計 3,589,635 4,061,581

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,669,301 1,438,973

減価償却累計額 △1,013,582 △878,090

建物及び構築物（純額） 655,719 560,882

工具、器具及び備品 478,176 465,742

減価償却累計額 △259,830 △265,115

工具、器具及び備品（純額） 218,345 200,626

土地 1,211,841 1,211,841

その他 6,448 2,949

減価償却累計額 △153 △2,783

その他（純額） 6,295 165

有形固定資産合計 2,092,200 1,973,515

無形固定資産

電話加入権 6,738 6,738

ソフトウエア 84,640 89,937

無形固定資産合計 91,378 96,675

投資その他の資産

長期貸付金 414,856 414,856

繰延税金資産 212 212

敷金及び保証金 753,720 726,101

長期未収入金 662,379 662,379

その他 5,836 －

貸倒引当金 △1,077,235 △1,077,235

投資その他の資産合計 759,769 726,314

固定資産合計 2,943,348 2,796,506

資産合計 6,532,983 6,858,087
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,468,008 2,164,960

短期借入金 506,250 25,000

1年内返済予定の長期借入金 557,620 554,078

未払法人税等 5,418 38,269

未払費用 158,305 403,565

賞与引当金 66,392 －

役員賞与引当金 1,012 3,441

ポイント引当金 51,555 44,620

偶発損失引当金 － 59,549

資産除去債務 26,982 －

その他 220,593 200,105

流動負債合計 3,062,139 3,493,590

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 775,759 736,288

資産除去債務 244,702 －

その他 55,632 54,918

固定負債合計 1,276,093 991,206

負債合計 4,338,232 4,484,796

純資産の部

株主資本

資本金 2,092,867 2,092,867

資本剰余金 1,177,707 1,177,707

利益剰余金 △1,039,171 △860,649

自己株式 △39,116 △39,098

株主資本合計 2,192,287 2,370,827

新株予約権 2,464 2,464

純資産合計 2,194,751 2,373,291

負債純資産合計 6,532,983 6,858,087
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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21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 1,775,478 2,366,610

売上原価 1,103,496 1,459,883

売上総利益 671,982 906,727

販売費及び一般管理費

給料及び手当 191,306 247,755

地代家賃 175,229 220,765

その他 345,264 456,711

販売費及び一般管理費合計 711,800 925,232

営業損失（△） △39,818 △18,504

営業外収益

受取利息 38 31

雑収入 791 2,385

営業外収益合計 829 2,417

営業外費用

支払利息 8,054 8,498

雑損失 206 470

その他 40 476

営業外費用合計 8,300 9,444

経常損失（△） △47,289 △25,532

特別利益

過年度損益修正益 12,143 －

訴訟損失引当金戻入額 16,909 －

その他 9,450 －

特別利益合計 38,503 －

特別損失

偶発損失引当金繰入額 12,779 －

訴訟関連損失 1,098 －

関係会社株式売却損 112,604 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 148,015

その他 735 2,516

特別損失合計 127,218 150,531

税金等調整前四半期純損失（△） △136,004 △176,064

法人税、住民税及び事業税 590 2,457

法人税等合計 590 2,457

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △136,595 △178,521

四半期純損失（△） △136,595 △178,521
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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21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23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（△） △136,004 △176,064

減価償却費 39,313 62,789

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） △67 1,010

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 148,015

売上債権の増減額（△は増加） 41,905 49,666

たな卸資産の増減額（△は増加） 147,130 240,543

仕入債務の増減額（△は減少） △501,991 △696,952

関係会社株式売却損益（△は益） 112,604 －

その他 86,891 △143,811

小計 △410,216 △514,802

利息及び配当金の受取額 38 31

利息の支払額 △7,541 △9,119

法人税等の支払額 △35,838 △37,004

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 △557,403 △560,894

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 △11,197 △101,027

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 △49,516 △36,900

敷金及び保証金の回収による収入 274,250 －

その他 △14,189 △107

投資活動によるキャッシュ・フロー 199,318 △138,035

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） 642,000 481,250

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 △181,892 △156,987

長期借入れによる収入 － 200,000

自己株式の取得による支出 △26 △18

配当金の支払額 △13 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー 455,342 524,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,257 △175,265

現金及び現金同等物の期首残高 796,076 1,631,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 893,334 1,455,785
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日)を適用しております。 

1. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は「登山用品販売事業」、「その他事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「登山用品販売事業」は、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の販売をしており

ます。「その他事業」は、不動産の賃貸、売買ならびに管理等をしております。 

  

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28日) 

 
(注)１ セグメント利益の調整額△35,494千円には、セグメント間取引消去16,566千円、各報告セグメントに分配し

ていない全社費用△52,061千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費及び販売費であります。 

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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 1,756,307 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

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２

登山用品 
販売事業

その他事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 2,350,251 16,359 2,366,610 ― 2,366,610

セグメント間の内部売上高 
または振替高

1,445 1,200 2,645 △2,645 ―

計 2,351,696 17,559 2,369,255 △2,645 2,366,610

セグメント利益 
または損失(△)

7,413 9,576 16,990 △35,494 △18,504
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該当事項はありません。 

(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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