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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年６月期第３四半期連結業績（平成 19 年７月１日～平成 20 年３月 31 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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成 20 年６月期第３四半期 138,540 8.0 6,401 36.6 5,974 △5.8 3,213 △12.9

平成 19 年６月期第３四半期 128,251 △0.9 4,687 △49.9 6,344 △41.1 3,690 △42.6

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 

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３四半期 79  36 －

平成 19 年６月期第３四半期      91  15    －

平成 19 年６月期            136   96 －

 

(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３四半期 157,097  86,196 54.9      2,128  94

平成 19 年６月期第３四半期 158,615 82,412 52.0  2,035  47  

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３四半期 3,724  △9,919 △3,183             9,678

平成 19 年６月期第３四半期 3,018  △11,233 △5,485             14,142

平成 19 年６月期 8,823  △7,819 △9,805             19,046

 

２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭

平成 19 年６月期 15.00 15.00 30.00

平成 20 年６月期 15.00 － 

平成 20 年６月期（予想） － 15.00
30.00
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３．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。 

 

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） ：有 

 (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３四半期の個別業績（平成 19 年７月１日～平成 20 年３月 31 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３四半期 135,839 9.0 5,252 21.0 6,108 18.3 3,692 50.6

平成 19 年６月期第３四半期 124,656 △0.9 4,339 △52.6 5,164 △45.4 2,452 △51.1

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３四半期 91 20 －

平成 19 年６月期第３四半期 60 57 －

平成 19 年６月期         97 21 －

 

(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３四半期 157,417 85,696 54.4 2,116 59

平成 19 年６月期第３四半期 156,563 81,754 52.2 2,019 23

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。 
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【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 3四半期（平成 19 年 7 月 1日～平成 20 年 3 月 31 日）におけるわが国経済は、堅調な企業収益が持続するなか

原材料やエネルギー価格の高騰、米国でのサブプライムローン問題に端を発した金融市場の不安定化、国内での建築

基準法改正による住宅着工の減速など、景気の先行きに不透明さが増すと同時に、個人消費の足踏み感が強まってお

り、流通業にとっても厳しい経営環境にありました。 

 そのような状況のもと、当社グループは、ゴルフ用品において、2008 年 1 月の高反発クラブ規制ルールの施行に

ともなう買い替え需要が引き続き堅調であったことに加えて、年明けからの全国的な降雪を受けて、ウィンター用品

の売上も回復基調となりました。また、一般スポーツ用品については、春物商品の早期展開、お客様の回遊性向上を

目指した売場レイアウト変更、品揃えおよび演出強化等によって、スポーツアパレル、ウォーキング・ランニングシ

ューズ等が好調に推移しました。 
  店舗の出退店の状況につきましては、「スポーツデポ」11 店舗および「ゴルフ５」10 店舗を出店すると同時に、収

益性の高い店舗への入れ替え（スクラップアンドビルド）を積極的に行い、「アルペン」27 店舗、「ゴルフ５」8 店舗

の閉店を実施し、当第 3四半期末の店舗数は「アルペン」89 店舗、「ゴルフ５」176 店舗、「スポーツデポ」90 店舗の

合計 355 店舗となり、売場面積は前期末比 7,183 坪増加の 185,357 坪となりました。 

  以上の結果、当第3四半期における業績におきましては、連結売上高は138,540百万円（前年同期比8.0％増）、営業利

益は6,401百万円（前年同期比36.6％増）経常利益は5,974百万円（前年同期比5.8％減）、当第3四半期純利益は3,213百

万円（前年同期比12.9％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３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 1,105 百万円増加し、157,097 百万円となりました。 
  流動資産は、出店等に伴う設備投資などによる現金及び預金の減少、及び棚卸資産の増加などにより 413 百万円減

少し、69,822 百万円となりました。 

  固定資産は、出店等による有形固定資産の増加などにより 1,519 百万円増加し、87,274 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 806 百万円減少し、70,900 百万円となりました。 

  流動負債は、短期借入金の増加などにより 4,663 百万円増加し、57,192 百万円となりました。 

 固定負債は、社債の償還、長期借入金の返済及び預り保証金の返還などにより 5,469 百万円減少し、13,708 百万円

となりました。 

 純資産は、利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べ 1,912 百万円増加し、86,196 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３四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 9,368 百万円減少し、9,678 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 3,724 百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期

（当期）純利益 6,263 百万円、仕入債務の増加額 2,405 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

9,246 百万円、法人税等の支払額 2,712 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 9,919 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 6,939 百万円、差入保証金等の支出 1,924 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 3,183 百万円の支出となりました。主なプラス要因は、短期借入金の増加額

4,000 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 4,321 百万円、社債の償還による支出 1,200

百万円、配当金の支払額 1,205 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

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） 

  平成 20 年３月１日付けで、連結子会社である株式会社コーワゴルフ開発を株式会社アコーディア・ゴルフ（本社 
 東京都渋谷区）へ売却いたしました。 

 

  (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３四半期末) 

当四半期末 

(平成 20 年６月期 

第３四半期末) 

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 69,175 69,822 646 0.9 70,236 

1.現金及び預金 13,968 8,568 △5,399 △38.7 18,897 

2.受取手形及び売掛金 3,592 3,720 128 3.6 4,354 

3.たな卸資産 46,899 51,677 4,777 10.2 42,436 

4.その他 4,715 5,855 1,139 24.2 4,548 

Ⅱ 固定資産 89,440 87,274 △2,165 △2.4 85,755 

1.有形固定資産 50,157 46,929 △3,227 △6.4 44,812 

2.無形固定資産 483 1,289 806 166.6 817 

3.投資その他の資産 38,798 39,054 256 0.7 40,125 

(1)差入保証金 25,276 26,473 1,196 4.7 26,281 

(2)その他 13,521 12,581 △939 △7.0 13,843 

資産合計 158,615 157,097 △1,518 △1.0 155,991 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債 56,313 57,192 878 1.6 52,529 

1.支払手形及び買掛金 30,256 31,672 1,415 4.7 29,274 

2.短期借入金 3,000 4,000 1,000 33.3 － 

3.1 年以内返済予定 

長期借入金 
5,403 3,353 △2,050 △37.9 4,753 

4.未払金 8,391 8,901 510 6.1 8,349 

5.未払法人税等 674 1,858 1,184 175.7 995 

6.設備支払手形 1,453 1,328 △124 △8.6 2,750 

7.賞与引当金 1,066 909 △156 △14.7 286 

8.ポイント値引引当金 1,797 1,930 132 7.4 1,837 

9.その他 4,270 3,239 △1,031 △24.1 4,281 

Ⅱ 固定負債 19,889 13,708 △6,181 △31.1 19,178 

1.社債 3,000 1,800 △1,200 △40.0 2,800 

2.長期借入金 6,924 3,571 △3,353 △48.4 6,492 

3.預り保証金 5,043 3,300 △1,743 △34.6 4,979 

4.退職給付引当金 3,729 3,916 186 5.0 3,763 

5.その他 1,192 1,120 △71 △6.0 1,143 

負債合計 76,203 70,900 △5,302 △7.0 71,707 
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前年同四半期末 

(平成 19 年６月期 

第３四半期末) 

当四半期末 

(平成 20 年６月期 

第３四半期末) 

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 82,465 86,318 3,853 4.7 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 45,638 49,491 3,853 8.4 47,492 

4.自己株式 △0 △0 － － △0 

Ⅱ 評価・換算差額等 △52 △122 △69 － △35 

1.その他有価証券評価 

差額金 
45 23 △21 △47.3 55 

2.繰延ヘッジ損益 △3 △67 △64 － △2 

3.為替換算調整勘定 △94 △78 16 － △88 

純資産合計 82,412 86,196 3,784 4.6 84,283 

負債純資産合計 158,615 157,097 △1,518 △1.0 155,991 

  （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３四半期) 

当四半期 

(平成 20 年６月期 

第３四半期) 

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 128,251 138,540 10,288 8.0 173,212 

Ⅱ 売上原価 71,973 76,524 4,551 6.3 98,150 

売上総利益 56,278 62,015 5,737 10.2 75,062 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 51,590 55,613 4,023 7.8 68,383 

営業利益 4,687 6,401 1,713 36.6 6,678 

Ⅳ 営業外収益 2,516 1,741 △775 △30.8 3,588 

Ⅴ 営業外費用 860 2,167 1,307 152.1 1,127 

経常利益 6,344 5,974 △369 △5.8 9,139 

Ⅵ 特別利益 191 552 361 189.2 2,373 

Ⅶ 特別損失 275 263 △11 △4.2 3,180 

税金等調整前四半期（当

期）純利益 
6,260 6,263 3 0.1 8,332 

税金費用 2,569 3,050 480 18.7 2,787 

四半期（当期）純利益 3,690 3,213 △477 △12.9 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３四半期連結会計期間（平成 18 年７月１日～平成 19 年３月 31 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   △1,821 △1,821   △1,821

四半期純利益   3,690 3,690   3,690

自己株式の取得   △0 △0   △0

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 
  △17 8 17 8 8

当四半期中の変動額合計   1,868 △0 1,868 △17 8 17 8 1,877

平成 19 年 ３月 31 日 

残高 
15,163 21,663 45,638 △0 82,464 45 △3 △94 △52 82,412

 

    当第３四半期連結会計期間（平成 19 年７月１日～平成 20 年３月 31 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   △1,214 △1,214   △1,214

四半期純利益   3,213 3,213   3,213

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 
  △31 △64 10 △86 △86

当四半期中の変動額合計   1,998 1,998 △31 △64 10 △86 1,912

平成 20 年 ３月 31 日 

残高 
15,163 21,663 49,491 △0 86,318 23 △67 △78 △122 86,196
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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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(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３四半期) 

当四半期 

(平成 20 年６月期 

第３四半期) 

（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 6,260 6,263 8,332

減価償却費 2,561 3,065 3,547

差入保証金の家賃相殺額 1,375 1,370 1,832

デリバティブ損益（△は減少） △584 1,465 △991

売上債権の増減額（△は増加） 392 610 △369

たな卸資産の増加額 △4,637 △9,246 △174

仕入債務の増加額 2,872 2,405 2,454

その他 2,260 △488 1,701

小計 10,500 5,446 16,333

法人税等の支払額 △7,327 △2,712 △7,309

その他 △154 990 △200

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,018 3,724 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

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 △7,892 △6,939 △9,370

差入保証金等の支出 △2,509 △1,924 △4,279

差入保証金等の収入 582 419 818

連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による支出 － △83 －

その他 △205 △890 6,219

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,233 △9,919 △7,819

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増加額 3,000 4,000 －

長期借入による収入 300 － 300

長期借入金の返済による支出 △5,333 △4,321 △6,415

社債の償還による支出 △1,200 △1,200 △1,400

入会保証金の償還による支出 △405 △456 △441

配当の支払額 △1,796 △1,205 △1,818

その他 △50 － △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,485 △3,183 △9,805

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 17 10 23

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △13,681 △9,368 △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 － 148

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 14,142 9,678 19,046

（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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