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1. 平成23年11月期第２四半期の連結業績（平成22年12月１日～平成23年５月31日）

 (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２四半期 5,215 32.1 12 ― △3 ― △159 ―

22年11月期第２四半期 3,949 △4.1 △30 ― △46 ― △150 ―

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２四半期 △5 56 ―

22年11月期第２四半期 △6 54 ―

 (2) 連結財政状態

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２四半期 7,108 2,210 31.1 76 85

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２四半期 2,210百万円  22年11月期 2,370百万円

2. 配当の状況

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 ― 0 00

23年11月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

通期 12,330 23.9 565 47.5 535 55.1 310 362.7 10 77



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・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。 

  

・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) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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２Ｑ 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２Ｑ 194,871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２Ｑ 28,767,775株 22年11月期２Ｑ 22,988,075株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成22年12月１日～平成23年５月31日）におけるわが国経済は、企業収

益や設備投資において緩やかに持ち直しの動きがみられたものの、平成23年３月11日の東日本大震災の

発生により日本経済は深刻な影響を受け、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、日本

大級のクライミングジム『グラビティリサーチなんば』を併設したなんば店を含む３店舗を新規出店

しました。また、既存店舗４店舗をより好立地な場所へ移転新設し、２店舗をリニューアルいたしまし

た。 

 売上高におきましては、東日本大震災による影響が懸念されましたが、天候にも恵まれたことや、従

前より実施している積極的な好立地な場所への新規出店・移転、また顧客満足度の向上につながる施策

等の効果があり、堅調に推移していることを要因として前年同期を上回る結果となりました。 

 利益面におきましては、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

因として前年同期を上回る利益で推移しておりますが、当四半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若干下回る結

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２四半期連結累計期間の業績は、売上高は5,215百万円（前年同期比32.1％増）、

営業利益12百万円（前年同期営業損失30百万円）、経常損失3百万円（前年同期経常損失46百万円）、

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159百万円（前年同期四半期純損失150百万円）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3.6％増加し、7,108百万円とな

りました。 

 流動資産は、前期末と比べて5.2％減少し、3,850百万円となりました。これは、たな卸資産が303百

万円増加し、現金及び預金が700百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は前期末と比べて16.5％増加し、3,257百万円となりました。これは、建物及び構築物（純

額）が360百万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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（負債） 

負債の合計は、前期末と比べて9.2％増加し、4,897百万円となりました。 

 流動負債は、前期末と比べて5.3％増加し、3,678百万円となりました。これは、未払費用が211百万

円減少し、賞与引当金が150百万円増加したことなどによります。 

 固定負債は、前期末と比べて22.9％増加し、1,218百万円となりました。これは、資産除去債務が296

百万円増加したことなどによります。 

（純資産） 

純資産の合計は、前期末と比べて6.8％減少し、2,210百万円となりました。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159百万円減少したことなどによります。 

  

平成23年11月期通期連結業績予想につきましては、登山用品販売事業が堅調に推移しているため、当

初の予想を上回る見込みであります。 

 そのため、平成23年６月23日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、業

績予想を上方修正しております。 

(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 

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２四半期連結累計期間の営業利益は２百万円、経常利益は２百万円、税金当調整前

四半期純利益は150百万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２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」

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

㈱コージツ（9905）平成23年11月期　第２四半期決算短信

- 4 -



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２四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 976,987 1,677,929

売掛金 257,690 188,397

たな卸資産 2,100,647 1,796,992

繰延税金資産 178,240 178,240

その他 339,604 220,475

貸倒引当金 △2,433 △453

流動資産合計 3,850,737 4,061,581

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,982,314 1,438,973

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,061,243 △878,090

建物及び構築物（純額） 921,070 560,882

工具、器具及び備品 592,199 465,742

減価償却累計額及び減損損失累計額 △290,176 △265,115

工具、器具及び備品（純額） 302,022 200,626

土地 1,211,841 1,211,841

その他 2,068 2,949

減価償却累計額及び減損損失累計額 △153 △2,783

その他（純額） 1,915 165

有形固定資産合計 2,436,850 1,973,515

無形固定資産

電話加入権 6,738 6,738

ソフトウエア 80,726 89,937

無形固定資産合計 87,464 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 727,348 726,101

長期未収入金 662,379 662,379

その他 5,447 －

貸倒引当金 △1,077,235 △1,077,235

投資その他の資産合計 733,008 726,314

固定資産合計 3,257,322 2,796,506

資産合計 7,108,059 6,858,087
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,241,345 2,164,960

短期借入金 100,000 25,000

1年内返済予定の長期借入金 519,916 554,078

未払法人税等 10,983 38,269

未払費用 191,895 403,565

賞与引当金 150,210 －

役員賞与引当金 2,970 3,441

ポイント引当金 60,230 44,620

偶発損失引当金 － 59,549

その他 401,154 200,105

流動負債合計 3,678,705 3,493,590

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 665,836 736,288

資産除去債務 296,574 －

その他 56,140 54,918

固定負債合計 1,218,550 991,206

負債合計 4,897,256 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 △1,020,562 △860,649

自己株式 △39,209 △39,098

株主資本合計 2,210,803 2,370,827

新株予約権 － 2,464

純資産合計 2,210,803 2,373,291

負債純資産合計 7,108,059 6,858,087
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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21年12月１日
至 平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年５月31日)

売上高 3,949,117 5,215,137

売上原価 2,414,765 3,207,029

売上総利益 1,534,351 2,008,107

販売費及び一般管理費 1,565,240 1,995,118

営業利益又は営業損失（△） △30,888 12,988

営業外収益

受取利息 200 198

雑収入 1,778 2,660

営業外収益合計 1,979 2,859

営業外費用

支払利息 16,731 17,349

雑損失 662 1,579

その他 80 630

営業外費用合計 17,473 19,560

経常損失（△） △46,383 △3,712

特別利益

過年度損益修正益 27,542 －

訴訟損失引当金戻入額 16,909 －

その他 9,450 2,994

特別利益合計 53,902 2,994

特別損失

偶発損失引当金繰入額 39,328 －

訴訟関連損失 1,106 －

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 1,592 4,846

特別損失合計 154,633 152,862

税金等調整前四半期純損失（△） △147,114 △153,580

法人税、住民税及び事業税 3,339 6,332

法人税等合計 3,339 6,332

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △159,912

四半期純損失（△） △150,453 △159,912
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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21年12月１日
至 平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23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（△） △147,114 △153,580

減価償却費 91,548 149,446

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） 213 1,979

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） △83,307 △69,293

たな卸資産の増減額（△は増加） △171,338 △303,654

仕入債務の増減額（△は減少） 114,349 76,385

関係会社株式売却損益（△は益） 112,604 －

その他 37,173 △212,611

小計 △245,870 △363,312

利息及び配当金の受取額 200 198

利息の支払額 △16,722 △17,194

法人税等の支払額 △36,070 △37,011

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 △481,561 △417,319

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 △60,216 △224,577

資産除去債務の履行による支出 － △18,559

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 △150,094 △92,173

敷金及び保証金の回収による収入 291,140 83,145

貸付けによる支出 △50 －

その他 △41,336 △1,009

投資活動によるキャッシュ・フロー 39,413 △253,173

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） 402,500 75,000

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 △392,728 △304,614

長期借入れによる収入 300,000 200,000

自己株式の取得による支出 △45 △111

配当金の支払額 △234 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー 304,766 △29,829

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,381 △700,953

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 658,695 930,098
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該当事項はありません。 

  

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) 

 
  

(追加情報) 

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２四半期連結累計期間(自 平成22年12月１日 至 平成23年５月31日) 

 
(注)１ セグメント利益の調整額△72,853千円には、各報告セグメントに分配していない全社収益31,596千円、全社

費用△104,449千円が含まれております。なお、全社収益は、主に連結子会社からの事務受託料収入であり、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 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

【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 5,182,419 32,718 5,215,137 ― 5,215,137

セグメント間の内部売上高 
または振替高

3,212 2,400 5,612 △5,612 ―

計 5,185,631 35,118 5,220,749 △5,612 5,215,137

セグメント利益 66,859 18,982 85,841 △72,853 12,988
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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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