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（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．売上高には、消費税等を含んでおりません。 

３．第39期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

  当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第39期 

第１四半期連結
累計期間 

第40期
第１四半期連結

累計期間 
第39期

会計期間 

自平成22年
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成23年
７月１日 

至平成23年 
９月30日 

自平成22年
７月１日 

至平成23年 
６月30日 

売上高（百万円）  45,404  46,543  189,805

経常利益（百万円）  2,178  2,501  11,261

四半期（当期）純利益（百万円）  391  1,002  4,163

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 321  948  4,143

純資産額（百万円）  92,710  96,266  95,924

総資産額（百万円）  149,185  156,944  156,984

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 9.68  24.76  102.83

自己資本比率（％）  62.1  61.3  61.1

２【事業の内容】

－1－



 当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。 

  

  （１）経営成績の分析   

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、電力供給に制約をうけるなど東日本大震災の影響により依然

として厳しい状況にありましたが、生産活動の回復にともなって一部で持ち直しの動きがみられました。また、海

外景気の下振れ懸念や欧州の金融不安の影響をうけ、円高基調が続いていることに加え、完全失業率が高水準で推

移しており、景気の本格的な回復には時間を要すると思われます。 

スポーツ・レジャー用品業界におきましては、消費者の健康への関心は一層の高まりをみせ、ウォーキングシュ

ーズ、自転車等の市場が拡大するとともに、夏の節電ニーズに対応した冷感タイプのウェアやアクセサリーの市場

が拡大いたしました。一方で８月以降の平均気温が例年よりも低く推移したことや台風・大雨等の影響により来客

数が減少いたしました。ゴルフ市場におきましては、震災前の水準に需要の回復がみられるものの、市場の縮小に

より業界内での競争は一段と激化しております。 

このような状況の下、当社グループは、引き続き拡大が見込まれる一般スポーツ市場において、より幅広い客層

にご利用いただけるような、高品質で低価格なプライベートブランド商品の開発をすすめ、競合他社との差別化お

よび収益力の強化をはかってまいりました。 

主な商品部門別の概要といたしましては、ゴルフ用品につきましては、お客様に 適なクラブをお勧めするフィ

ッティングサービスを強化するなど固定客の確保に努めるとともに、市場調査に基づく価格競争力を打ち出した販

売活動を推進した結果、クラブの売上が伸びるとともに、シューズ、ウェア等も堅調に推移いたしました。 

一般スポーツ用品につきましては、震災の影響によりマリン用品が低迷したものの、通勤等での利用の広まりを

うけてウォーキングシューズや自転車の需要が高まるとともに、全国的なマラソン人気に支えられてランニングシ

ューズ、ウェアが好調に推移いたしました。また、夏の暑さの中でも快適な生活を提案するプライベートブランド

商品、涼感ドライウェア「 i COOL（アイクール）」が売上を伸ばしました。 

利益面におきましては、ゴルフクラブの価格競争の激化により売上総利益率が低下いたしましたが、店舗作業の

見直しや節電等によるコスト抑制に努めた結果、営業利益、経常利益ともに増益となりました。 

店舗の出退店の状況につきましては、「ゴルフ５」１店舗、「スポーツデポ」１店舗を出店した結果、当第１四

半期連結会計期間末の店舗数は「アルペン」79店舗、「ゴルフ５」187店舗、「スポーツデポ」100店舗の計366店

舗となり、売場面積は前連結会計年度末に比べて1,254坪増加し204,003坪となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 百万円（前年同四半期比 ％

増）、営業利益 百万円（同 ％増）、経常利益 百万円（同 ％増）、四半期純利益 百万円

（同 ％増）となりました。 

    

  （２）財政状態の分析  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円とな

りました。  

主な要因は、商品及び製品が増加した一方、現金及び預金、受取手形及び売掛金、建物及び構築物および差入保

証金等が減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金が増加した一方、未払法人税等および設備支払手形が減少したことによるもの

であります。 

純資産は、主に利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

46,543 2.5

2,264 10.0 2,501 14.9 1,002

155.7

39 156,944

381 60,677

341 96,266
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  （３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および

新たに生じた課題はありません。 

  

  （４）研究開発活動 

該当事項はありません。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  125,000,000

計  125,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  40,488,000  40,488,000

東京証券取引所 

（市場第一部） 

名古屋証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数 

100株  

  

計  40,488,000  40,488,000 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成23年７月１日～ 

平成23年９月30日  
 －  40,488,000  －  15,163  －  25,074

（６）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

  

 ①【発行済株式】 

（注）単元未満株式の株式数の欄には、自己株式 株を含めて記載しております。 

 ②【自己株式等】 

  

 該当事項はありません。  

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式        500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  40,484,600  404,846 － 

単元未満株式 普通株式         2,900 － － 

発行済株式総数  40,488,000 － － 

総株主の議決権 －  404,846 － 

15

  平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アルペン 
名古屋市中区丸の内 

二丁目９番40号 
 500  －  500  0.00

計 －  500  －  500  0.00

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成23年７月１日から

平成23年９月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,500 22,320

受取手形及び売掛金 4,489 3,533

商品及び製品 41,027 44,724

その他 6,194 5,411

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 76,201 75,979

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 56,867 57,059

減価償却累計額 △31,124 △31,781

建物及び構築物（純額） 25,742 25,277

その他 22,793 23,935

減価償却累計額 △6,929 △7,254

その他（純額） 15,863 16,680

有形固定資産合計 41,606 41,958

無形固定資産 1,459 1,377

投資その他の資産   

差入保証金 22,981 22,784

その他 16,532 16,648

減価償却累計額 △1,680 △1,689

その他（純額） 14,851 14,959

貸倒引当金 △116 △116

投資その他の資産合計 37,716 37,628

固定資産合計 80,782 80,964

資産合計 156,984 156,944
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,548 31,485

引当金 2,458 2,454

その他 17,122 13,612

流動負債合計 48,129 47,552

固定負債   

長期借入金 2,000 1,800

引当金 1,670 1,649

その他 9,259 9,675

固定負債合計 12,929 13,125

負債合計 61,059 60,677

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,163 15,163

資本剰余金 21,663 21,663

利益剰余金 59,251 59,646

自己株式 △0 △0

株主資本合計 96,077 96,472

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13 14

繰延ヘッジ損益 1 △46

為替換算調整勘定 △168 △174

その他の包括利益累計額合計 △153 △206

純資産合計 95,924 96,266

負債純資産合計 156,984 156,944
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 45,404 46,543

売上原価 24,948 26,045

売上総利益 20,456 20,497

販売費及び一般管理費 18,398 18,233

営業利益 2,058 2,264

営業外収益   

不動産賃貸料 222 187

その他 270 293

営業外収益合計 493 480

営業外費用   

不動産賃貸費用 139 103

為替差損 99 81

その他 134 58

営業外費用合計 373 243

経常利益 2,178 2,501

特別利益   

固定資産売却益 0 0

預り保証金償還益 3 0

違約金収入 10 －

特別利益合計 13 1

特別損失   

固定資産除売却損 0 5

減損損失 － 5

災害による損失 － 13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 628 －

特別損失合計 628 24

税金等調整前四半期純利益 1,563 2,478

法人税、住民税及び事業税 1,171 1,476

少数株主損益調整前四半期純利益 391 1,002

四半期純利益 391 1,002
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 391 1,002

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 △50 △47

為替換算調整勘定 △20 △6

その他の包括利益合計 △70 △53

四半期包括利益 321 948

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 321 948

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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    当第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日）  

    該当事項はありません。  

  

    当第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日）  

    該当事項はありません。  

   

  

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

１．税金費用の計算  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

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、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見

積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合

には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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     該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。  

  

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

１．配当金支払額 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの   

  該当事項はありません。  

  

３．株主資本の著しい変動 

  該当事項はありません。 

   

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの   

  該当事項はありません。  

  

３．株主資本の著しい変動 

  該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日）   

 当社グループは、スポーツ関連商品の小売事業以外の重要なセグメントはありませんので、セグメント情報

の記載を省略しております。 

   

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

（四半期連結損益計算書関係）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

減価償却費 百万円  1,023 百万円  1,128

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年８月25日 

取締役会 
普通株式  607  15 平成22年６月30日 平成22年９月15日 利益剰余金 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年８月24日 

取締役会 
普通株式  607  15 平成23年６月30日 平成23年９月15日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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     四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。  

  

     四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

     四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

      該当事項はありません。 

  

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

     該当事項はありません。 

  

  平成23年８月24日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

 （イ）配当金の総額                   607百万円 

 （ロ）１株当たりの金額                   15円00銭 

 （ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日        平成23年９月15日 

（注）平成23年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 9 68 円 銭 24 76

（算定上の基礎）     

 四半期純利益（百万円）  391  1,002

 普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

 普通株式に係る四半期純利益（百万円）  391  1,002

 普通株式の期中平均株式数（千株）  40,487  40,487

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年11月11日

株式会社アルペン          

取締役会 御中 

  有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 山内 和雄  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 越山 薫    印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 久野 誠一  印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルペ

ンの平成23年７月１日から平成24年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成

23年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルペン及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                                         以 上

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年11月14日 

【会社名】 株式会社アルペン 

【英訳名】 Ａｌｐｅｎ Ｃｏ.，Ｌｔｄ.  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水野 泰三 

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません 

【本店の所在の場所】 名古屋市中区丸の内二丁目９番40号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 



 当社代表取締役水野泰三は、当社の第40期第１四半期（自平成23年７月１日 至平成23年９月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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