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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 51,840 ― 3,402 ― 2,323 ― △145 ―

20年3月期第3四半期 48,156 7.7 3,664 5.0 2,954 △3.1 4,468 149.4

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 △1.17 ―

20年3月期第3四半期 33.68 ―

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 58,212 7,143 11.8 59.77
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3四半期  6,889百万円 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 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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  有  
 

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 66,000 4.2 2,800 △24.2 900 △58.4 △2,000 ― △16.40

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。  

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3四半期  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3四半期  17,919,958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3四半期  123,987,936株 20年3月期第3四半期  132,704,339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３四半期連結累計期間における国内外の経済は、平成20年９月の米国投資銀行の破綻を契機に

深刻化した金融危機が、実体経済へ急速な悪影響をもたらし、世界規模で景気が後退しております。 
当社グループの属するスポーツ・レジャー用品等の業界も、景気後退の影響を受け、消費が落ち込

んだことで、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。当第３四半期連結会計期間において
は、景気後退の影響や急激な円高進行により、厳しい販売状況となりましたが、ウインザー商事㈱
（第１四半期連結会計期間から）及び㈱フォーティーン（当第３四半期連結会計期間から）が連結子
会社になったことにより、連結売上高は518億４千万円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、当第３四半期連結会計期間での減益が発生したことにより、営業利益は34億２百万
円、経常利益は23億２千３百万円にとどまりました。また、引き続き厳しい市場環境が継続するとの
予測をもとに、税効果会計に基づく繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、税金費用が増
加いたしましたので、１億４千５百万円の四半期純損失となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は、ウインザー商事㈱及び㈱フォーティーンが連結子

会社となり、当該会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23億２千９百万円増加し、
582億１千２百万円（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、自己株式の取得を行ったこと等により、前連結会計年度末に比べ49億４千３百万円減少

し、71億４千３百万円（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 

今後の経済環境は、現下の世界的な景気後退が更に継続するものと見込まれるため、当社グループ
の属するスポーツ・レジャー用品等の業界への影響を考慮した結果、平成20年５月20日に公表しまし
た業績予想を次のとおり変更しております。 
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） 
 売上高 

（百万円） 
営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

１株当たり 
当期純利益（円）

前回発表予想(Ａ) 67,500 3.750 2,200 770 5.80
今回発表予想(Ｂ) 66,000 2,800 900 △2,000 △16.40
増減額(Ｂ－Ａ) △1,500 △950 △1,300 △2,770 －
増減率(％) △2.2 △25.3 △59.1 － －

(参考)前期実績 63,336 3,696 2,165 3,829 28.86

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 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 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 6,005  5,815

  受取手形及び売掛金 7,450  10,932

  有価証券 400  －

  商品及び製品 15,382  12,511

  仕掛品 1,590  1,636

  原材料及び貯蔵品 1,756  1,887

  その他 2,971  3,698

  貸倒引当金 △471  △543

  流動資産合計 35,086  35,939

 固定資産  

  有形固定資産 14,500  12,993

  無形固定資産  

   のれん 2,105  559

   その他 346  290

   無形固定資産合計 2,451  850

  投資その他の資産  

   投資有価証券 2,895  2,507

   その他 3,330  3,647

   貸倒引当金 △60  △60

   投資その他の資産合計 6,165  6,094

  固定資産合計 23,117  19,939

 繰延資産 7  4

 資産合計 58,212  55,882
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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) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 9,013  8,407

  短期借入金 15,897  12,043

  未払法人税等 281  269

  売上割戻引当金 291  20

  返品調整引当金 53  143

  ポイント引当金 158  132

  賞与引当金 334  552

  役員賞与引当金 11  15

  その他 4,008  4,436

  流動負債合計 30,049  26,020

 固定負債  

  社債 370  700

  長期借入金 13,288  10,148

  退職給付引当金 5,110  4,850

  役員退職慰労引当金 190  95

  その他 2,059  1,980

  固定負債合計 21,019  17,775

 負債合計 51,068  43,796

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,184  4,184

  利益剰余金 7,378  8,210

  自己株式 △3,083  △83

  株主資本合計 8,478  12,310

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 158  354

  繰延ヘッジ損益 △528  △442

  土地再評価差額金 836  836

  為替換算調整勘定 △2,056  △1,240

  評価・換算差額等合計 △1,589  △491

 少数株主持分 254  267

 純資産合計 7,143  12,086

負債純資産合計 58,212  55,882
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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  51,840

売上原価  32,029

売上総利益  19,811

販売費及び一般管理費  16,409

営業利益  3,402

営業外収益  

 受取利息  22

 受取配当金  36

 不動産賃貸料  200

 その他  332

 営業外収益合計  591

営業外費用  

 支払利息  515

 売上割引  663

 為替差損  270

 その他  220

 営業外費用合計  1,670

経常利益  2,323

特別利益  

 前期損益修正益  25

 固定資産売却益  5

 その他  2

 特別利益合計  33

特別損失  

 前期損益修正損  0

 固定資産売却損  2

 投資有価証券評価損  155

 その他  10

 特別損失合計  168

税金等調整前四半期純利益  2,188

法人税、住民税及び事業税  2,317

少数株主利益  16

四半期純損失（△）  △145
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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） 

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） 

当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より3,000百万円

増加し、3,083百万円となっております。これは主に、平成20年８月７日開催の取締役会の決議

に基づき、平成20年８月８日から平成20年９月30日にかけて、東京証券取引所における市場買付

により当社普通株式17,309千株を、総額2,986百万円にて取得したためであります。 
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「参考資料」 
 
前第３四半期連結損益計算書 

前四半期 
(平成20年３月期  
 第３四半期） 科  目 

金額 百分比

 ％

Ⅰ 売上高 48,156 100.0

Ⅱ 売上原価 29,857 62.0

   売上総利益 18,298 38.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,634 30.4

   営業利益 3,664 7.6

Ⅳ 営業外収益  

 1. 受取利息・配当金 66  

 2. その他 628

  営業外収益合計 694 1.4

Ⅴ 営業外費用  

 1. 支払利息 504  

 2. 売上割引 663  

 3. その他 236

  営業外費用合計 1,405 2.9

   経常利益 2,954 6.1

Ⅵ 特別利益  

 1. 前期損益修正益 22  

 2. 固定資産売却益 1,557  

 3. その他 480

  特別利益合計 2,060 4.3

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 129

  特別損失合計 218 0.4

   税金等調整前四半期純利益 4,796 10.0

   法人税、住民税及び事業税 296 0.6

   法人税等調整額 ─ ─

   少数株主利益 30 0.1

   四半期純利益 4,468 9.3
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