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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年６月期第 1四半期連結業績（平成 19 年７月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 (1) 連結経営成績                             （％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(当期) 純利益

（又は四半期（当期）

純損失） 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成 20 年６月期第１四半期 41,450 6.9 223 △81.8 78 △96.2 △729 －

平成 19 年６月期第１四半期 38,759 － 1,226 － 2,059 － 1,127 －

平成 19 年６月期 173,212 － 6,678 － 9,139 － 5,545 －

 

 １株当たり四半期(当
期) 純利益（又は１株当
たり四半期（当期）純損
失） 

潜在株式調整後１株当
たり四半期（当期）純利
益（又は潜在株式調整後
１株当たり四半期（当
期）純損失） 

 円 銭 円 銭

平成 20 年６月期第１四半期          △18   02 －

平成 19 年６月期第１四半期         27  85    －

平成 19 年６月期            136   96 －

（注）平成 18 年６月期第３四半期より四半期業績の概況の開示を行っているため、平成 19 年６月期第１四半期の対前 

年同四半期増減率については記載しておりません。 

 

(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

平成 20 年６月期第１四半期 157,684  82,955 52.6         2,048    90

平成 19 年６月期第１四半期 153,791 80,445 52.3 1,986    89

平成 19 年６月期 155,991 84,283 54.0         2,081    70

   

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

平成 20 年６月期第１四半期 △3,549 △1,616 206 14,113

平成 19 年６月期第１四半期 △3,368 △5,658 △4,151 14,491

平成 19 年６月期 8,823 △7,819 △9,805 19,046

 

 

２．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日） 

 業績予想につきましては、平成 19 年８月９日公表値から変更しておりません。 
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３．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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無                      ：有 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無                    ：無 

  （注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

 

[参考] 

 平成 20 年６月期第１四半期の個別業績（平成 19 年７月１日～平成 19 年９月 30 日） 

(1) 個別経営成績                             （％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(当期) 

純   利   益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成 20 年６月期第１四半期 40,904 7.1 212 △84.1 501 △69.9 145 △83.4

平成 19 年６月期第１四半期 38,185 － 1,336 － 1,664 － 878 －

平成 19 年６月期 169,473 6,296 7,351  3,935

 

 
１株当たり四半期 

(当期) 純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

平成 20 年６月期第１四半期 3   60 －

平成 19 年６月期第１四半期      21   71 －

平成 19 年６月期            97   21 －

（注）平成 18 年６月期第３四半期より四半期業績の概況の開示を行っているため、平成 19 年６月期第１四半期の対前 

年同四半期増減率については記載しておりません。 

 

(2) 個別財政状態 

 

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

平成 20 年６月期第１四半期 156,882  82,773 52.8 2,044    39

平成 19 年６月期第１四半期 154,416 80,800      52.3   1,995    66

平成 19 年６月期 152,694 83,251 54.5 2,056    19

 

※業績予想の適切な利用に関する説明 

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 

  段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。 

 - 2 - 



株式会社アルペン（3028） 

平成 20 年６月期 第１四半期財務・業績の概況 

【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 

当第１四半期におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰や、アメリカのサブプライムローン問

題に端を発した世界的な金融不安の影響をうけたものの、企業収益は改善傾向にありました。そのような経済状況に

あっても個人の消費マインドが弱含みで推移したことに加え、７月の低温と梅雨明け後は一変して記録的な猛暑が続

くなどの異常気象の影響を受け、アパレル市場では販売の伸び悩みが見られました。 

  そのような状況のもとで、当社は、①品目ごとのマーケティングおよび試験販売の実施によって、お客様ニーズに

沿った自社企画商品の充実、②ナショナルブランドメーカーとの連携強化、③店舗網の拡大と店舗販売力の強化を行

ったことに加え、前期からの積極的な出店による売場面積の拡大により売上が増加したものの、出店にともない販売

費及び一般管理費が増加することとなりました。 

  店舗の出退店の状況につきましては、「スポーツデポ」２店舗、「ゴルフ５」３店舗の出店と、「アルペン」６店舗、

「ゴルフ５」４店舗の閉店を実施し、当第 1四半期末の店舗数は「アルペン」110 店舗、「ゴルフ５」173 店舗、「スポ

ーツデポ」81 店舗の合計 364 店舗となり、売場面積は前期末比 1,496 坪増加の 179,670 坪となりました。さらには、

30 坪程度のスペースで展開する女性専用のフィットネス施設である「アルペンクイックフィットネス」はフラインチ

ャイズ店６店舗を出店し、当第 1四半期末で直営６店舗、フランチャイズ店９店舗の合計 15 店舗となりました。 

  以上の結果、当第１四半期における業績におきましては、連結売上高は 41,450 百万円（前年同期比 6.9％増）、経

常利益は 78 百万円（前年同期比 96.2％減）、当第１四半期純損失は 729 百万円（前年同期比 1,857 百万円減）となり

ました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報等 

  (1)財政状態（連結）の変動状況 

   当第 1 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 1,693 百万円増加し、157,684 百万円となりました。 
  流動資産は、棚卸資産の増加及び法人税等の支払いによる現金及び預金の減少などにより 720 百万円減少し、69,515

百万円となりました。 

  固定資産は、出店及び本社ビルの建設による有形固定資産の増加などにより 2,413 百万円増加し、88,169 百万円と

なりました。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ 3,021 百万円増加し、74,729 百万円となりました。 

  流動負債は、短期借入金及び設備支払手形の増加などにより 5,420 百万円増加し、57,950 百万円となりました。 

 固定負債は、社債の償還及び長期借入金の返済などにより 2,399 百万円減少し、16,779 百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少により前連結会計年度末に比べ 1,328 百万円減少し、82,955 百万円となりました。 

 

  (2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第 1四半期における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 4,932 百万円減少し、14,113 百

万円となりました。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは 3,549 百万円の支出となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少額 819

百万円、仕入債務の増加額 717 百万円等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額 5,063 百万円、法人税等

の支払額 1,199 百万円等であります。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは 1,616 百万円の支出となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出

500 百万円、有形固定資産の取得による支出 635 百万円、差入保証金等の支出 359 百万円等によるものです。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは206百万円の収入となりました。主なプラス要因は、短期借入金の増加額3,100

百万円であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出 1,632 百万円、社債の償還による支出 500 百万円、

配当金の支払額 593 百万円等であります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成 20 年６月期連結業績につきましては、当初の計画どおり推移すると予想しており、平成 19 年８月９日公表の

中間期及び通期の業績予想に変更はございません。 

 

 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） 

   該当事項はありません。 

 

  (2)会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  税金費用の計算に関しては、簡便な方法を採用しております。 

 

  (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

  該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

(平成 19 年６月期 

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成 20 年６月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参考）前期末 

平成 19 年６月期末 科  目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産 67,864 69,515 1,651 2.4 70,236 

1.現金及び預金 12,573 13,391 818 6.5 18,897 

2.受取手形及び売掛金 3,185 3,535 350 11.0 4,354 

3.有価証券 3,999 － △3,999 － － 

4.たな卸資産 44,567 47,499 2,932 6.6 42,436 

5.その他 3,539 5,089 1,550 43.8 4,548 

Ⅱ 固定資産 85,927 88,169 2,241 2.6 85,755 

1.有形固定資産 47,350 47,552 201 0.4 44,812 

2.無形固定資産 503 888 384 76.4 817 

3.投資その他の資産 38,073 39,728 1,655 4.3 40,125 

(1)差入保証金 25,583 26,045 462 1.8 26,281 

(2)その他 12,489 13,683 1,193 9.6 13,843 

資産合計 153,791 157,684 3,893 2.5 155,991 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債 49,849 57,950 8,100 16.3 52,529 

1.支払手形及び買掛金 27,602 30,205 2,602 9.4 29,274 

2.短期借入金 － 3,100 3,100 － － 

3.1 年以内返済予定 

長期借入金 
5,521 4,953 △568 △10.3 4,753 

4.未払金 6,551 7,597 1,046 16.0 8,349 

5.未払法人税等 1,186 298 △888 △74.9 995 

6.設備支払手形 2,854 5,793 2,939 103.0 2,750 

7.その他 6,132 6,002 130 △2.1 6,406 

Ⅱ 固定負債 23,496 16,779 △6,717 △28.6 19,178 

1.社債 3,700 2,400 △1,300 △35.1 2,800 

2.長期借入金 9,613 4,660 △4,953 △51.5 6,492 

3.預り保証金 5,256 4,920 △336 △6.4 4,979 

4.退職給付引当金 3,579 3,820 241 6.7 3,763 

5.その他 1,347 978 △369 △27.4 1,143 

負債合計 73,346 74,729 1,382 1.9 71,707 
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前年同四半期末 

(平成 19 年６月期 

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成 20 年６月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参考）前期末 

平成 19 年６月期末 

科  目 金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本 80,509 82,982 2,473 3.1 84,319 

1.資本金 15,163 15,163 － － 15,163 

2.資本剰余金 21,663 21,663 － － 21,663 

3.利益剰余金 43,682 46,155 2,473 5.7 47,492 

4.自己株式 △0 △0 △0 － △0 

Ⅱ 評価・換算差額等 △64 △27 37 － △35 

1.その他有価証券評価 

差額金 
64 39 △25 △39.5 55 

2.繰延ヘッジ損益 △12 △5 7 － △2 

3.為替換算調整勘定 △116 △61 88 － △88 

純資産合計 80,445 82,955 2,510 3.1 84,283 

負債純資産合計 153,791 157,684 3,893 2.5 155,991 

  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円、％） 

前年同四半期 

(平成 19 年６月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成 20 年６月期 

第１四半期) 

増  減 
（参考）前期 

平成 19 年６月期 科  目 

金 額 金 額   金 額 増減率 金 額 

Ⅰ 売上高 38,759 41,450 2,691 6.9 173,212 

Ⅱ 売上原価 21,769 23,617 1,848 8.5 98,150 

売上総利益 16,989 17,832 843 5.0 75,062 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 15,763 17,609 1,845 11.7 68,383 

営業利益 1,226 223 △1,002 △81.8 6,678 

Ⅳ 営業外収益 1,108 639 △469 △42.3 3,588 

Ⅴ 営業外費用 274 783 509 185.4 1,127 

経常利益 2,059 78 △1,981 △96.2 9,139 

Ⅵ 特別利益 90 51 △39 △43.3 2,373 

Ⅶ 特別損失 44 162 118 267.7 3,180 

税金等調整前四半期（当

期）純利益 

（又は税金等調整前四半期

（当期）純損失） 

2,105 △33 2,138 － 8,332 

税金費用 978 696 △281 △28.8 2,787 

四半期（当期）純利益 

（又は四半期（当期）純損失）
1,127 △729 △1,857 － 5,545 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期連結株主等変動計算書 

   前第１四半期連結会計期間（平成 18 年７月１日～平成 18 年９月 30 日）           （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換

算調整 

勘定 

評価 

・換算

差額等

合計 

純資産 

合計 

平成 18 年 ６月 30 日 

残高  
15,163 21,663 43,769 ― 80,596 62 △11 △111 △61 80,535

当四半期中の変動額     

剰余金の配当   △1,214 △1,214   △1,214

四半期純利益   1,127 1,127   1,127

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 
  △0 △0 2 △1 △4 △2 △2

当四半期中の変動額合計   △86 △0 △86 2 △1 △4 △2 △89

平成 18 年 ９月 30 日 

残高 
15,163 21,663 43,682 △0 80,509 64 △12 △116 △64 80,445

 

    当第１四半期連結会計期間（平成 19 年７月１日～平成 19 年９月 30 日）           （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換

算調整 

勘定 

評価 

・換算

差額等

合計 

純資産 

合計 

平成 19 年 ６月 30 日 

残高 
15,163 21,663 47,492 △0 84,319 55 △2 △88 △35 84,283

当四半期中の変動額     

剰余金の配当   △607 △607   △607

四半期純損失   △729 △729   △729

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 
  △16 △2 27 8 8

当四半期中の変動額合計   △1,336 △1,336 △16 △2 27 8 8

平成 19 年 ９月 30 日 

残高 
15,163 21,663 46,155 △0 82,982 39 △5 △61 △27 82,955
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株式会社アルペン（3028） 

平成 20 年６月期 第１四半期財務・業績の概況 

 

前連結会計年度（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日）                               （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換

算調整 

勘定 

評価 

・換算

差額等

合計 

純資産

合計 

平成 18 年 ６月 30 日 

残高 
15,163 21,663 43,769 ― 80,596 62 △11 △111 △61 80,535

連結会計年度中の 

変動額 
    

剰余金の配当   △1,821 △1,821   △1,821

当期純利益   5,545 5,545   5,545

自己株式の取得   △0 △0   △0

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 

  △6 8 23 25 25

連結会計年度中の変動額

合計 
  3,723 △0 3,723 △6 8 23 25 3,748

平成 19 年 ６月 30 日 

残高 
15,163 21,663 47,492 △0 84,319 55 △2    △88 △35 84,283

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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株式会社アルペン（3028） 

平成 20 年６月期 第１四半期財務・業績の概況 

 

(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

   （単位：百万円） 

 

前年同四半期 

(平成 19 年６月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成 20 年６月期 

第１四半期) 

（参考）前期 

平成 19 年６月期 

区  分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純利益（△は純損失） 2,105 △33 8,332

減価償却費 757 914 3,547

減損損失 － － 1,143

売上債権の増減額（△は増加） 799 819 △369

たな卸資産の増加額 △2,305 △5,063 △174

仕入債務の増加額 213 717 2,454

その他 △919 363 1,398

小計 651 △2,281 16,333

法人税等の支払額 △3,941 △1,199 △7,309

その他 △78 △68 △200

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,368 △3,549 8,823

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   定期預金の預入による支出 △700 △500 △700

有価証券の取得による支出 △1,997 － －

投資有価証券の取得による支出 △508 0 △508

有形固定資産の取得による支出 △1,582 △635 △9,370

差入保証金等の支出 △1,012 △359 △4,279

その他 141 △121 7,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,658 △1,616 △7,819

Ⅲ 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 － 3,100 －

長期借入による収入 300 － 300

長期借入金の返済による支出 △2,525 △1,632 △6,415

社債の償還による支出 △500 △500 △1,400

入会保証金の償還による支出 △210 △167 △441

配当の支払額 △1,214 △593 △1,818

その他 △0 － △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,151 206 △9,805

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 27 23

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △13,183 △4,932 △8,777

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 27,675 19,046 27,675

Ⅶ 資金範囲変更による現金及び現金同等物増減額 － － 148

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 14,491 14,113 19,046
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