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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 15,262 △9.9 △265 ― △164 ― △178 ―

21年3月期第1四半期 16,942 ― 466 ― 727 ― 474 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.37 ―

21年3月期第1四半期 6.29 ―

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

22年3月期第1四半期 59,371 38,531 64.4 506.91
21年3月期 60,924 38,911 63.4 512.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  38,216百万円 21年3月期  38,602百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

38,000 △4.3 1,700 △37.1 1,700 △40.0 1,000 △32.9 13.26

通期 78,000 1.2 3,400 △20.4 3,400 △24.6 2,000 △9.2 26.53
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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、４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） 

(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 

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。 
業績予想の前提となる条件等については、４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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 76,924,176株 21年3月期  76,924,176株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,533,255株 21年3月期  1,531,308株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 75,391,647株 21年3月期第1四半期 75,424,339株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な景気の後退が続く中、企業収益の落ち込みや雇
用環境の悪化から個人消費は引き続き低迷するなど、厳しい状況で推移いたしました。 
当スポーツ業界におきましても、消費マインドの冷え込みに加え、新型インフルエンザの影響もあ

り、厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況の下、国内事業におきましては、アスレチックウェアはチーム受注を中心に堅調に推

移いたしましたが、ゴルフウェア・スポーツカジュアルウェアが低調に推移した結果、営業損失となり
ました。 
海外事業におきましては、アジアを中心に好調に推移いたしましたが、為替変動の影響を受けました

結果、減収減益となりました。 
これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は15,262百万円（前年同四半期比9.9％減）とな

り、営業損失は265百万円、経常損失は164百万円、四半期純損失は178百万円となりました。 
  

取扱商品の品目別売上高の状況は次のとおりであります。 
(スキーウェア及びその関連商品) 

国内においては、前シーズンの販売期間を延長したことにより、一部の商品について当四半期に返
品を計上したことから、売上高は△93百万円となりました。なお、海外での当四半期の販売は僅少で
あります。 

(アスレチックウェア及びその関連商品) 
国内においては、「デサント」は野球・バレーなどチーム受注を中心に順調に推移し、「アンブ

ロ」はサッカースパイクが順調に推移しました。海外においては「ルコックスポルティフ」「アリー
ナ」が好調に推移しました。しかしながら為替の影響を受けたこともあり、売上高は前年同四半期比
2.6％減の8,119百万円となりました。 

(ゴルフウェア及びその関連商品) 
国内においては、消費低迷の影響を受けて「マンシングウェア」等が大幅な減収となりました。海

外においては、「マンシングウェア」は苦戦を強いられましたが、「ダンヒルリンクス」は香港にて
好調に推移し、また「ルコックスポルティフゴルフ」も韓国や中国で好調に推移いたしましたが、為
替の影響を受けました。結果、売上高は前年同四半期比14.1％減の6,231百万円となりました。 

(スポーツカジュアルウェア及びその関連商品) 
レディースブランドの「スポーツスタディオウィッテム」「クレージュスポーツフューチャー」は

消費低迷で苦戦いたしました。アウトドアブランドの「マーモット」は堅調に推移いたしました。結
果、売上高は前年同四半期比22.0％減の1,005百万円となりました。 

  
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(日本) 
個人消費の低迷が続く中、アスレチックウェアは堅調に推移しましたが、ゴルフウェアおよびスポ

ーツカジュアルウェアではその影響を大きく受けました。結果、売上高は前年同四半期比9.0％減の
12,021百万円、営業損失は274百万円となりました。 

(アジア) 
韓国、香港、中国ともに、アスレチックウェアおよびゴルフウェアが概ね順調に推移しましたが、

売上拡大に伴う経費の増加や為替の影響を受けました。結果、売上高は前年同四半期比13.5％減の
3,233百万円、営業利益は前年同四半期比35.3％減の125百万円となりました。 

(北米) 
北米ではスキーウェアを中心とした事業を行っておりますので、当期間の売上高は７百万円、営業

損失は144百万円となりました。 
  

「事業の種類別セグメント情報」につきましては、単一の事業セグメントであるため、記載を行っ
ておりません。 

  
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

【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
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（資産、負債、純資産の状況に関する分析）  
当第１四半期連結会計期間末の資産合計は59,371百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,553百万

円減少しました。これは受取手形及び売掛金の減少2,277百万円、現金及び預金の減少1,726百万円、
商品及び製品の増加2,272百万円が主なものです。 
負債合計は、20,840百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,172百万円減少しました。これは支払

手形及び買掛金の減少851百万円、未払法人税等の減少206百万円、賞与引当金の減少259百万円、短期
借入金の増加480百万円が主なものです。 
純資産合計は38,531百万円となりました。株主資本合計は39,214百万円となりました。少数株主持

分は314百万円となりました。 
以上より、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は64.4％（前期末比1.0％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四半期末残高は、前第１四半期連結累計期間に比べ794百万円増加し、13,578
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、非資金項目としての減価償却費230百万円、売上債権の減少

2,331百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純損失164百万円の計上に加え、たな卸資産の
増加2,300百万円、仕入債務の減少922百万円、法人税等の支払額325百万円などがあり、1,599百万円
の支出超過（前第１四半期連結累計期間は、1,727百万円の支出超過）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、百貨店等における売場資産の取得などにより、134百万円の

支出超過（前第１四半期連結累計期間は、1,354百万円の支出超過）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480百万円、配当金の支払527百万円など

により、55百万円の支出超過（前第１四半期連結累計期間は、82百万円の支出超過）となりました。 
  

当社グループを取り巻く環境はさらに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、当社は引き続き企業体質の強化による収益力向上と企業価値の向上に努
めてまいりたいと存じます。  
 連結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21
年５月12日に公表しました業績予想から変更はありません。  
  

  

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１四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１四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１四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。  

  

  
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,832 15,558

受取手形及び売掛金 14,144 16,422

商品及び製品 13,333 11,061

仕掛品 205 148

原材料及び貯蔵品 351 374

その他 1,486 1,426

貸倒引当金 △49 △59

流動資産合計 43,302 44,931

固定資産   

有形固定資産 9,207 9,287

無形固定資産 858 905

投資その他の資産   

その他 6,236 6,030

貸倒引当金 △233 △230

投資その他の資産合計 6,003 5,800

固定資産合計 16,068 15,992

資産合計 59,371 60,924

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,214 15,065

短期借入金 1,050 570

未払法人税等 295 501

賞与引当金 487 747

返品調整引当金 508 446

その他 2,373 2,787

流動負債合計 18,929 20,119

固定負債   

退職給付引当金 599 548

役員退職慰労引当金 3 3

その他 1,308 1,341

固定負債合計 1,910 1,893

負債合計 20,840 22,013
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 10,826 11,532

自己株式 △642 △641

株主資本合計 39,214 39,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △84 △325

繰延ヘッジ損益 1 △0

為替換算調整勘定 △915 △992

評価・換算差額等合計 △997 △1,319

少数株主持分 314 308

純資産合計 38,531 38,911

負債純資産合計 59,371 60,924
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 16,942 15,262

売上原価 8,789 8,255

売上総利益 8,153 7,006

返品調整引当金繰入額 74 62

差引売上総利益 8,079 6,944

販売費及び一般管理費 7,612 7,210

営業利益又は営業損失（△） 466 △265

営業外収益   

受取利息 39 33

受取配当金 22 19

為替差益 172 29

その他 56 29

営業外収益合計 290 111

営業外費用   

支払利息 12 3

売上割引 － 3

固定資産除却損 12 3

その他 3 0

営業外費用合計 29 10

経常利益又は経常損失（△） 727 △164

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

727 △164

法人税、住民税及び事業税 277 154

法人税等調整額 △38 △145

法人税等合計 239 8

少数株主利益 14 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 474 △178
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

727 △164

減価償却費 274 230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △235 △259

返品調整引当金の増減額（△は減少） 74 62

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 51

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 △61 △52

支払利息 12 3

売上債権の増減額（△は増加） 1,929 2,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,968 △2,300

仕入債務の増減額（△は減少） △1,115 △922

その他 △348 △371

小計 △1,157 △1,402

利息及び配当金の受取額 61 52

持分法適用会社からの配当金の受取額 － 79

利息の支払額 △12 △3

法人税等の支払額 △618 △325

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,727 △1,599

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 467 257

定期預金の預入による支出 △531 △254

有形固定資産の取得による支出 △339 △106

無形固定資産の取得による支出 △146 △17

投資有価証券の取得による支出 △820 △2

その他 16 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,354 △134

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） 450 480

配当金の支払額 △527 △527

自己株式の取得による支出 △4 △0

その他 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △82 △55

現金及び現金同等物に係る換算差額 △307 67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,471 △1,722

現金及び現金同等物の期首残高 16,255 15,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,783 13,578
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＜当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）＞ 

該当事項はありません。 

  

（事業の種類別セグメント情報） 

＜前第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）＞ 

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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）＞ 
当社及び連結子会社の事業は、スポーツウェア及びその関連商品の製造・販売に関する単一の事業

セグメントであるため、該当事項はありません。  
  

（所在地別セグメント情報） 

＜前第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）＞ 

 
（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 

  

＜当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

(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 13,203 3,738 0 16,942 ─ 16,942

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

243 4 ─ 248 (248) ─

計 13,447 3,743 0 17,190 (248) 16,942

営業利益又は営業損失(△) 406 194 △133 467 ( 1) 466

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 12,021 3,233 7 15,262 ─ 15,262

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

281 6 ─ 287 (287) ─

計 12,302 3,239 7 15,549 (287) 15,262

営業利益又は営業損失(△) △274 125 △144 △292 27 △265
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（海外売上高） 

＜前第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）＞ 

 
（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、中国、香港等 

②北 米・・・・・米国、カナダ 

③その他の地域・・・ノルウェー、ロシア、スウェーデン等 

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。 

  

＜当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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その他の地域・・・ノルウェー、ロシア、オーストリア等 

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。 

  

＜当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）＞ 

該当事項はありません。 

  

  
販売実績 

   （単位：百万円、％） 

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,991 0 11 4,002

Ⅱ 連結売上高(百万円) 16,942

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％)

23.5 0.0 0.1 23.6

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,560 9 9 3,579

Ⅱ 連結売上高(百万円) 15,262

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％)

23.3 0.1 0.1 23.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
増減

平成21年３月期第１四半期 平成22年３月期第１四半期

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

スキーウェア 56 0.3 △93 △0.6 △149 ─

及びその関連商品

アスレチックウェア 8,340 49.2 8,119 53.2 △220 △2.6

及びその関連商品

ゴルフウェア 7,257 42.9 6,231 40.8 △1,026 △14.1

及びその関連商品

スポーツカジュアルウェア 1,288 7.6 1,005 6.6 △283 △22.0

及びその関連商品

計 16,942 100.0 15,262 100.0 △1,680 △9.9
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