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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 16,555 △12.6 1,380 △32.3 1,013 △48.5 884 △10.8

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

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 7.67 ―

21年3月期第1四半期 7.47 ―

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 57,806 6,176 10.3 51.60
21年3月期 56,001 4,668 7.9 38.62

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,946百万円 21年3月期  4,450百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

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

32,400 △11.2 1,540 △54.0 690 △77.2 560 △63.4 4.86

通期 61,500 △7.7 1,300 △55.7 △400 ― △500 ― △4.34

－1－



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） 

(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、３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 133,174,723株 21年3月期  133,174,723株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  17,939,499株 21年3月期  17,927,811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 115,240,788株 21年3月期第1四半期 132,646,398株

－2－



 

 

【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１四半期における国内外の経済は、世界的な金融危機により景気の悪化が鮮明となり、企業収

益の低下や個人消費の急速な悪化など厳しい経済情勢が続いております。 
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、景気悪化の影響を受け、消費が落ち込

んでおり、厳しい状況が続いております。  
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１四半期においては、景気悪化
及び円高の影響により、連結売上高は165億５千５百万円（前年同期比12.6％減）に止まりました。利
益面では、製造コスト及び固定費の引下げ等に注力しておりますが、減収の影響により、営業利益は
13億８千万円（前年同期比32.3％減）、経常利益は10億１千３百万円（前年同期比48.5％減）、四半
期純利益は８億８千４百万円（前年同期比10.8％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、シーズン・インに伴なうたな卸資産の増加等によ

り前連結会計年度末に比べ18億５百万円増加し、578億６百万円（前連結会計年度末は560億１百万
円）となりました。 
純資産は、四半期純利益を計上したこと及び評価・換算差額等が増加したことにより、前連結会計

年度末に比べ15億７百万円増加し、61億７千６百万円（前連結会計年度末は46億６千８百万円）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21年５月15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 

該当事項はありません。 
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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 5,257 5,599

受取手形及び売掛金 8,842 9,365

商品及び製品 16,027 13,875

仕掛品 1,277 1,352

原材料及び貯蔵品 1,403 1,495

その他 2,360 2,677

貸倒引当金 △458 △445

流動資産合計 34,710 33,921

固定資産   

有形固定資産 14,282 13,900

無形固定資産   

のれん 2,301 2,066

その他 456 363

無形固定資産合計 2,757 2,430

投資その他の資産   

投資有価証券 2,993 2,728

その他 3,117 3,074

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 6,051 5,742

固定資産合計 23,090 22,073

繰延資産 5 6

資産合計 57,806 56,001
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,399 7,885

短期借入金 15,239 15,822

未払法人税等 258 352

売上割戻引当金 106 80

返品調整引当金 107 109

ポイント引当金 150 113

賞与引当金 343 494

その他 3,576 3,736

流動負債合計 29,182 28,595

固定負債   

社債 280 310

長期借入金 15,222 15,493

退職給付引当金 5,028 4,932

役員退職慰労引当金 121 202

その他 1,794 1,798

固定負債合計 22,447 22,736

負債合計 51,630 51,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 6,891 6,314

自己株式 △3,086 △3,084

株主資本合計 7,989 7,413

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 262 △75

繰延ヘッジ損益 △256 △247

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △2,885 △3,476

評価・換算差額等合計 △2,042 △2,962

少数株主持分 230 218

純資産合計 6,176 4,668

負債純資産合計 57,806 56,001
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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 18,942 16,555

売上原価 11,597 9,977

売上総利益 7,345 6,577

販売費及び一般管理費 5,305 5,197

営業利益 2,039 1,380

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 23 41

不動産賃貸料 － 56

為替差益 257 －

その他 164 84

営業外収益合計 453 187

営業外費用   

支払利息 184 176

売上割引 270 196

為替差損 － 128

その他 69 52

営業外費用合計 524 553

経常利益 1,969 1,013

特別利益   

前期損益修正益 8 －

貸倒引当金戻入額 － 3

固定資産売却益 4 1

その他 1 0

特別利益合計 15 5

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 －

店舗閉鎖損失 － 14

その他 1 6

特別損失合計 70 20

税金等調整前四半期純利益 1,914 997

法人税、住民税及び事業税 918 105

少数株主利益 4 8

四半期純利益 991 884
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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。 

 

(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。 
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