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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 18,942 ― 2,039 ― 1,969 ― 991 ―

20年3月期第1四半期 17,771 5.6 2,020 △14.0 2,052 △2.3 3,398 191.1

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

21年3月期第1四半期 7.47 ―

20年3月期第1四半期 25.60 ―

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

21年3月期第1四半期 59,766 12,152 19.9 89.68
20年3月期 55,882 12,086 21.2 89.10

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,894百万円 20年3月期  11,819百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.00 ― 3.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 35,860 6.5 2,870 △8.3 2,120 △20.5 890 △79.1 6.71
通期 67,500 6.6 3,750 1.5 2,200 1.6 770 △79.9 5.80

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）  無  

(2) 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  有  

[(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(3) 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（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もの） 

[(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により上
記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  133,174,723株 20年3月期  133,174,723株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  534,443株 20年3月期  524,375株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  132,646,398株 20年3月期第1四半期  132,736,529株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、高騰が続いている資源価格の影響で企業収益の悪化が

みられ、また生活必需品等の相次ぐ値上げによる個人消費の停滞が懸念されるなど、景気の減速感が強まっ
ており、先行き不透明感が増しております。また、海外においても、米国におけるサブプライムローン問題
に端を発した金融市場の不安による景気の減速感が続いており、また、世界的な資源価格の高騰によるイン
フレ懸念が強まっており、景気の先行きは不透明なまま推移いたしました。 
　当社グループの属するスポーツ・レジャー用品等の業界は、諸物価高騰の煽りを受け、消費の停滞感が強
まったことにより、市場環境は厳しいものとなりました。 
　このような市場環境の中で、当社グループは市場ニーズに合った新製品を投入すると共にマーケティング
力の強化を推進し、積極的に拡販を図ってまいりました。さらに、当第１四半期連結会計期間より、ウイン
ザー商事㈱が連結子会社になったこともあり、連結売上高は189億４千２百万円（前年同期比6.6％増）を計
上いたしました。利益面では、先行投資費用の増加に加え、原材料価格の上昇により、収益が圧迫されまし
たが、増収効果により、営業利益は20億３千９百万円（前年同期比1.0％増）を計上いたしました。経常利益
は、不動産の売却による賃貸料収入の減少等により、19億６千９百万円（前年同期比4.1％減）にとどまりま
した。また、四半期純利益は前年に計上した固定資産の売却による特別利益の計上等がなかったことにより、
９億９千１百万円（前年同期比70.8％減）となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、ウインザー商事㈱が連結子会社となり、同社の資産が増

加したことにより前連結会計年度末に比べ38億８千３百万円増加し、597億６千６百万円（前連結会計年度末
は、558億８千２百万円）となりました。 
純資産は、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ６千５百万円増加し、121億５千２
百万円（前連結会計年度末は、120億８千６百万円）となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、平成20年５月20日に公表しました業績予想から変更はありません。

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)

該当事項はありません。

(2) 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
①棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、
簿価切下げを行う方法によっております。

②税金費用の計算
当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。

(3) 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
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）に変更しております。
この変更による損益に与える影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（企業会計基準委員会 平
成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正
を行っております。
これによる損益に与える影響はありません。

④「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日
企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年
１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間か
ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上して
おります。また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして
算定する方法によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナン
ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しておりま
す。
これによる損益に与える影響はありません。
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5. 【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)

当第１四半期

連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,647 5,815

受取手形及び売掛金 10,574 10,932

有価証券 0 －

商品 7,833 6,146

製品 6,732 6,365

原材料 1,589 1,772

仕掛品 1,598 1,636

その他 3,015 3,813

貸倒引当金 △489 △543

流動資産合計 37,503 35,939

固定資産

有形固定資産 13,699 12,993

無形固定資産

のれん 1,136 559

その他 314 290

無形固定資産合計 1,450 850

投資その他の資産

投資有価証券 3,055 2,507

その他 4,110 3,647

貸倒引当金 △67 △60

投資その他の資産合計 7,099 6,094

固定資産合計 22,250 19,939

繰延資産 11 4

資産合計 59,766 55,882
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(単位：百万円)

当第１四半期

連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,524 8,407

短期借入金 13,195 12,043

未払法人税等 246 269

売上割戻引当金 90 20

返品調整引当金 143 143

ポイント引当金 137 132

賞与引当金 380 552

役員賞与引当金 3 15

その他 4,316 4,436

流動負債合計 29,038 26,020

固定負債

社債 900 700

長期借入金 10,745 10,148

退職給付引当金 4,956 4,850

役員退職慰労引当金 172 95

その他 1,801 1,980

固定負債合計  18,574 17,775

負債合計 47,613 43,796

純資産の部

株主資本

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 8,803 8,210

自己株式 △85 △83

株主資本合計 12,902 12,310

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 717 354

繰延ヘッジ損益 △191 △442

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △2,371 △1,240

評価・換算差額等合計 △1,007 △491

少数株主持分 257 267

純資産合計 12,152 12,086

負債純資産合計 59,766 55,882
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(2) 【四半期連結損益計算書】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高  18,942

売上原価 11,597

売上総利益 7,345

販売費及び一般管理費 5,305

営業利益 2,039

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 23

為替差益 257

その他 164

営業外収益合計 453

営業外費用

支払利息 184

売上割引 270

その他 69

営業外費用合計 524

経常利益 1,969

特別利益

前期損益修正益 8

固定資産売却益 4

その他 1

特別利益合計 15

特別損失

前期損益修正損 0

固定資産売却損 1

投資有価証券評価損 67

その他 1

特別損失合計 70

税金等調整前四半期純利益 1,914

法人税、住民税及び事業税 918

法人税等調整額 －

法人税等合計 918

少数株主利益 4

四半期純利益 991
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
  (自 平成19年４月１日
   至 平成19年６月30日）

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 17,771

Ⅱ 売上原価 10,879

　 売上総利益 6,892

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,872

　 営業利益 2,020

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息・配当金 24

　2. その他 453

　 営業外収益合計 477

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 183

　2. 売上割引 251

　3. その他 10

　 営業外費用合計 445

　 経常利益 2,052

Ⅵ 特別利益

　1. 前期損益修正益 2

　2. 固定資産売却益 1,551

　3. その他 92

　 特別利益合計 1,645

Ⅶ 特別損失

　1. 過年度役員退職慰労
　 引当金繰入額

89

　2. その他 3

　 特別損失合計 92

　 税金等調整前

　 四半期純利益
3,605

　 法人税、住民税及び事業税 192

　 法人税等調整額 ─

　 少数株主利益 14

　 四半期純利益 3,398
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