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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 59,582 ― 4,264 ― 4,254 ― 2,266 ―

20年3月期第3四半期 60,469 6.8 4,436 10.0 4,651 14.6 2,473 △5.7

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3四半期 30.05 ―

20年3月期第3四半期 32.77 ―

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3四半期 63,676 39,421 61.3 517.33
20年3月期 63,399 38,998 60.8 511.18

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  39,004百万円 20年3月期  38,557百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 7.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 80,000 △1.6 4,600 1.7 4,500 8.9 2,200 7.9 29.17

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、３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、３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．上記の予想は現時点で得られた情報に基づいて算出しております。従って実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  76,924,176株 20年3月期  76,924,176株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,527,897株 20年3月期  1,496,241株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  75,413,511株 20年3月期第3四半期  75,497,716株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、国際的な金融危機によって世界的な景気後退の

傾向が強まり、その影響によって生産・輸出の急激な縮小、円高進行や株価下落と未曾有の景気悪化局
面を迎えました。個人消費も雇用情勢の悪化により急激に減退しております。 
当スポーツ業界におきましては、消費の減退傾向に加えて、天候不順の影響による商況の冷え込みや

国内外の同業他社との競争も益々厳しさを増してきております。 
当社グループにおきましては、国内事業において、秋冬戦略素材としてクリーンエネルギーである太

陽光を効率的に活用する蓄熱保温素材「ヒートナビ」を複数のブランドで展開しました。デサントブラ
ンドでは、プロバレーボールプレーヤーの栗原恵選手とのアドバイザリー契約により、女性層への浸
透、拡大とブランドイメージ向上を図ります。また、自社工場である水沢工場の高度な技術を結集した
高機能ダウンジャケット「水沢ダウン」を発売しました。 
売上高は、スキーウェアは海外での売上が円高の影響もあり前年同期比2.1％減と低調でした。アス

レチックウェアは国内及び韓国現地での売上は伸長したものの韓国ウォン安の影響で前年同期比1.8％
減となりました。ゴルフウェア及び関連商品は国内及び中国で堅調に推移し前年同期比1.2％増となり
ました。スポーツカジュアルウェアは撤退ブランドの影響もあり前年同期比11.6％減と低調に推移しま
した。 
営業利益は、売上高減少による売上総利益の減少により減益となりました。経常利益も円高による為

替差損増加により減益となりました。四半期純利益も有価証券の評価損計上等により減益となりまし
た。 
これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は５９,５８２百万円（前年同期比1.5％減）、営

業利益は４,２６４百万円（前年同期比3.9％減）、経常利益は４,２５４百万円（前年同期比8.5％
減）、四半期純利益は２,２６６百万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

  
（資産、負債、純資産の状況に関する分析）  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は６３,６７６百万円となり、前連結会計年度末に比べ
２７７百万円増加しました。これは受取手形及び売掛金の増加９９３百万円、たな卸資産の増加
１,１２４百万円、現金及び預金の減少１,１２９百万円、投資その他の減少７９２百万円が主なもの
です。 
負債合計は、２４,２５５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１４４百万円減少しました。これ

は未払法人税等の減少３６７百万円、賞与引当金の減少３６３百万円、役員退職慰労引当金の減少
４５９百万円、支払手形及び買掛金の増加１,５５４百万円、返品調整引当金の増加３６６百万円が主
なものです。 
純資産合計は３９,４２１百万円となりました。株主資本合計は３９,９８７百万円となりました。

少数株主持分は４１６百万円となりました。 
以上より、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は６１.３％（前期末比0.5％増）となりま

した。 
  
（キャッシュ・フローに関する状況の分析）  

現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ１,０２３百万円減少し、１５,２３１百万
円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加１,４１１百万円、たな卸資産の増加

１,７４８百万円、法人税等の支払額１,３９５百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利
益３,４０１百万円の計上に加え、非資金項目としての減価償却費７４７百万円、仕入債務の増加
２,０３４百万円などがあり、１,５４５百万円の収入超過（前第３四半期連結累計期間は、１,４６８
百万円の収入超過）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、直営店等における売場資産の取得及び投資有価証券の取得

などにより、１,５７８百万円の支出超過（前第３四半期連結累計期間は、１,７８９百万円の支出超
過）となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加２５０百万円、配当金の支払５２７百万

円などにより、３０５百万円の支出超過（前第３四半期連結累計期間は、３２０百万円の支出超過）
となりました。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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わが国経済は、景気悪化局面を迎え先行き不透明感が強く、世界的な景気後退傾向など、当社グル－
プを取り巻く環境は厳しい状況で推移するものと見込まれます。 
このような状況のなかで、当社は今中期経営計画の 終年度として、収益力向上による企業体質の強

化と事業拡大に努めております。 
業績予想につきましては、概ね当初予想の範囲内で推移しており、現時点においては、平成２０年

１０月３０日に公表しました業績予想から変更はありません。 
なお、当社グループの第４四半期連結会計期間は、秋・冬物商品の返品、値引き等により、低調に推

移する傾向があることを申し添えます。 
  
  
  

該当事項はありません。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法   
 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

② たな卸資産の評価方法  
 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末
の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

③ 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は、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ので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プラニングを利用する方法によっております。 

④ 税金費用の計算 
一部の連結子会社について、税金費用は、当第３四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。  

  

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 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扱いの適用 
 「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扱い」（実務対応報告第18
号 平成18年５月17日）を第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。  
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に
与える影響はそれぞれ軽微であります。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 たな卸資産の評価基準については、従来、主として月次総平均法による低価法によっておりまし
たが、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平
成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に
与える影響はそれぞれ軽微であります。 

④ リース取引に関する会計基準の適用 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６
月17日、平成19年３月30日改正））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
準適用指針第16号（平成６年１月18日、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始す
る連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに伴い、第１四半期連結
会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま
た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に
与える影響はありません。  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,593 16,722

受取手形及び売掛金 17,877 16,884

商品及び製品 11,634 10,543

仕掛品 162 147

原材料及び貯蔵品 358 340

その他 1,692 1,744

貸倒引当金 △46 △99

流動資産合計 47,272 46,283

固定資産   

有形固定資産 9,219 9,413

無形固定資産 887 646

投資その他の資産   

その他 6,539 7,332

貸倒引当金 △242 △275

投資その他の資産合計 6,297 7,056

固定資産合計 16,404 17,115

資産合計 63,676 63,399

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,828 15,274

短期借入金 850 600

未払法人税等 565 932

賞与引当金 411 775

返品調整引当金 897 531

その他 2,742 3,988

流動負債合計 22,296 22,101

固定負債   

退職給付引当金 594 532

役員退職慰労引当金 3 462

その他 1,361 1,304

固定負債合計 1,959 2,298

負債合計 24,255 24,400
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,846 3,846

資本剰余金 25,184 25,184

利益剰余金 11,597 9,869

自己株式 △640 △622

株主資本合計 39,987 38,277

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △560 △288

為替換算調整勘定 △421 567

評価・換算差額等合計 △982 279

少数株主持分 416 441

純資産合計 39,421 38,998

負債純資産合計 63,676 63,399
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 59,582

売上原価 31,631

売上総利益 27,951

返品調整引当金繰入額 366

差引売上総利益 27,584

販売費及び一般管理費 23,320

営業利益 4,264

営業外収益  

受取利息 94

受取配当金 40

持分法による投資利益 59

その他 75

営業外収益合計 268

営業外費用  

支払利息 14

為替差損 209

その他 54

営業外費用合計 279

経常利益 4,254

特別利益  

固定資産売却益 46

貸倒引当金戻入額 26

特別利益合計 73

特別損失  

投資有価証券評価損 302

関係会社整理損 50

倉庫移転費用 573

特別損失合計 926

税金等調整前四半期純利益 3,401

法人税、住民税及び事業税 1,143

法人税等調整額 △25

法人税等合計 1,117

少数株主利益 17

四半期純利益 2,266
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,889

売上原価 11,137

売上総利益 8,751

返品調整引当金繰入額 405

差引売上総利益 8,346

販売費及び一般管理費 6,811

営業利益 1,535

営業外収益  

受取利息 25

受取配当金 11

持分法による投資利益 16

その他 23

営業外収益合計 76

営業外費用  

支払利息 0

為替差損 207

その他 8

営業外費用合計 216

経常利益 1,395

特別損失  

投資有価証券評価損 302

関係会社整理損 △4

特別損失合計 298

税金等調整前四半期純利益 1,097

法人税、住民税及び事業税 403

法人税等調整額 △87

法人税等合計 315

少数株主利益 5

四半期純利益 776
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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利益 3,401

減価償却費 747

貸倒引当金の増減額（△は減少） △77

賞与引当金の増減額（△は減少） △363

返品調整引当金の増減額（△は減少） 366

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △459

受取利息及び受取配当金 △134

支払利息 14

売上債権の増減額（△は増加） △1,411

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,748

仕入債務の増減額（△は減少） 2,034

その他 376

小計 2,821

利息及び配当金の受取額 134

利息の支払額 △14

法人税等の支払額 △1,395

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,545

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 467

定期預金の預入による支出 △362

有形固定資産の取得による支出 △922

無形固定資産の取得による支出 △473

投資有価証券の取得による支出 △896

投資有価証券の償還による収入 507

子会社株式の取得による支出 △34

その他 136

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,578

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） 250

配当金の支払額 △527

自己株式の取得による支出 △19

少数株主への配当金の支払額 △5

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △305

現金及び現金同等物に係る換算差額 △684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,023

現金及び現金同等物の期首残高 16,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,231
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（事業の種類別セグメント情報） 
  
＜当第３四半期連結会計期間（自 平成２０年１０月１日 至 平成２０年１２月３１日）＞ 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「スポーツウェア及びその関連商品の
製造・販売に関する事業」の割合がいずれも９０％を超えているため、記載を省略しております。 

＜当第３四半期連結累計期間（自 平成２０年４月１日 至 平成２０年１２月３１日）＞ 

同上 

  

（所在地別セグメント情報） 

＜当第３四半期連結会計期間（自 平成２０年１０月１日 至 平成２０年１２月３１日）＞ 

 

  

＜当第３四半期連結累計期間（自 平成２０年４月１日 至 平成２０年１２月３１日）＞ 

 
(注) １. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

   ２. 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア・・・・・韓国、中国、香港等 

②北 米・・・・・米国、カナダ 

３. 会計処理の方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、「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扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この

変更が損益に与える影響は軽微であります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 16,516 2,334 1,038 19,889 ─ 19,889

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

501 8 ─ 510 (510) ─

計 17,018 2,343 1,038 20,399 (510) 19,889

営業利益 1,322 45 254 1,622 (86) 1,535

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又 
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 48,141 10,384 1,056 59,582 ─ 59,582

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

2,247 19 ─ 2,266 (2,266) ─

計 50,389 10,404 1,056 61,849 (2,266) 59,582

営業利益 3,550 719 26 4,296 (31) 4,264
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（海外売上高） 

＜当第３四半期連結会計期間（自 平成２０年１０月１日 至 平成２０年１２月３１日）＞ 

   
＜当第３四半期連結累計期間（自 平成２０年４月１日 至 平成２０年１２月３１日）＞ 

 
(注) １. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２. 各区分に属する主な国又は地域 

①アジア・・・・・韓国、香港、中国等 

②北 米・・・・・米国、カナダ 

③その他地域・・・ロシア、スペイン、スイス等 

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,589 1,038 126 3,754

Ⅱ 連結売上高(百万円) 19,889

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％)

13.0 5.2 0.7 18.9

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,904 1,066 1,378 14,350

Ⅱ 連結売上高(百万円) 59,582

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％)

20.0 1.8 2.3 24.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱デサント（8114）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

10



１．(要約）前四半期連結損益計算書 
(単位：百万円）  

 
  

【参考】

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日）

科 目 金 額

売 上 高 60,469

売 上 原 価 32,621

 売 上 総 利 益 27,848

返品調整引当金繰入額 11

 差引 売上 総利益 27,836

販管費及び一般管理費 23,400

営 業 利 益 4,436

営 業 外 収 益 (                       286)

受 取 利 息 63

受 取 配 当 金 35

受 取 家 賃 40

為 替 差 益 45

持分法による投資利益 23

そ の 他 77

営 業 外 費 用 (                        72)

支 払 利 息 11

固 定 資 産 除 却 損 32

そ の 他 28

経 常 利 益 4,651

特 別 損 失 (                       622)

固 定 資 産 売 却 損 21

ブ ラ ン ド 整 理 損 失 601

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 4,028

法人 税 、住 民税 及び 事業 税 1,654

法 人 税 等 調 整 額 △ 127

少 数 株 主 利 益 26

四 半 期 純 利 益 2,473
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２．(要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

 
  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日）

区 分 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純利益 4,028

   減価償却費 840

   貸倒引当金の増加額 60

   賞与引当金の減少額 △ 372

   返品調整引当金の増加額 11

   退職給付引当金の増加額 3

   役員退職慰労引当金の減少額 △ 28

   ブランド整理損失引当金の増加額 463

   受取利息及び受取配当金 △ 99

   支払利息 11

   売上債権の増加額 △ 2,778

   たな卸資産の増加額 △ 642

   仕入債務の増加額 1,661

   その他 △ 183

   小計 2,976

   利息及び配当金の受取額 99

   利息の支払額 △ 11

   法人税等の支払額 △ 1,595

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,468

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の払戻による収入 448

   定期預金の預入による支出 △ 307

   有形固定資産の取得による支出 △ 1,096

   無形固定資産の取得による支出 △ 88

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,037

   その他 292

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,789

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 450

   長期借入金返済による支出 △ 200

   配当金の支払額 △ 528

   自己株式の取得による支出 △ 44

   その他 2

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 320

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 45

Ⅴ．現金及び現金同等物の減少額 △ 687

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 16,502

Ⅶ．現金及び現金同等物の四半期末残高 15,815
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３．販売実績 
   （単位：百万円、％） 

前年同四半期 当第３四半期連結累計期間
増減

平成20年３月期第３四半期 平成21年３月期第３四半期

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

スキーウェア 4,852 8.0 4,749 8.0 △103 △2.1

及びその関連商品

アスレチックウェア 27,070 44.8 26,586 44.6 △484 △1.8

及びその関連商品

ゴルフウェア 23,438 38.8 23,729 39.8 290 1.2

及びその関連商品

スポーツカジュアルウェア 5,107 8.4 4,517 7.6 △590 △11.6

及びその関連商品

計 60,469 100.0 59,582 100.0 △886 △1.5
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