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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 76,201 △10.1 2,278 △34.0 2,458 △17.2 931 △31.8

21年3月期第2四半期 84,753 ― 3,451 ― 2,968 ― 1,365 ―

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2四半期 7.48 ―

21年3月期第2四半期 10.95 ―

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2四半期 125,490 75,916 60.4 608.09
21年3月期 132,660 74,499 56.1 596.67

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  75,777百万円 21年3月期  74,362百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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 160,000 △1.3 4,400 51.2 4,500 200.0 2,500 ― 20.06

－ 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、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） 

（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。 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実績の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第2四半期 132,891,217株 21年3月期  132,891,217株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  8,276,085株 21年3月期  8,262,684株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 124,621,950株 21年3月期第2四半期 124,668,365株

－ 2 －



  
当第２四半期連結累計期間の日本経済は、企業収益の持ち直しに伴う設備投資の減少幅縮小などから国

内需要が増加に転じるも、悪化する雇用・所得環境のもと引続き厳しい状況が続きました。  
 米国や欧州をはじめとする海外経済におきましても、落ち込み幅は減少しつつあるものの、高まる失業
率を背景に個人消費の低下が持続するなど景気の下げ止まりが見えない不透明な状況となりました。  
 スポーツ品業界におきましては、トップ選手による世界的な大会のみならず、各地で開催される地域密
着型スポーツへの関心が高まりつつあります。こうしたライフスタイルとしてのスポーツへの関心は、学
校や地域などをベースに幅広い年齢層によるスポーツへの参加を促してきました。しかしながら、世界的
な景気の悪化は新規や買い替えの需要を阻み、主にレジャー性の高い商品の販売が影響を受けました。 
このような情勢におきまして、当社グループの国内事業では、引続き高い機能性を背景にしたユーザー

の情緒的な感性に訴える商品の開発を積極的に行い、各種大会におけるミズノブランドの露出により、高
いパフォーマンスを印象づけてきました。しかしながら、高価格のゴルフクラブなどゴルフ品の販売が振
るわず、国内事業は十分な成果を得ることができませんでした。 
欧州及び米州におきましては、国内市場と同様、ゴルフ品の販売の落ち込みが大きく影響しました。ま

た、従来より高い評価を受けている「ミズノウエーブ」搭載のランニングシューズは堅調に推移したもの
の、成長幅が減少するなど牽引効果が弱まりました。  
 アジア市場では、前期より引続き中国市場の供給過剰状態は解消されておらず、厳しい状況が続きまし
た。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前第２四半期連結累計期間と

比べ85億5千1百万円減（10.1%減）の762億1百万円、営業利益は11億7千3百万円減（34.0%減）の22億7千8
百万円、経常利益は5億1千万円減（17.2%減）の24億5千8百万円、四半期純利益は4億3千3百万円減
（31.8%減）の9億3千1百万円となりました。 
 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
① スポーツ用品販売事業  

 スポーツ用品販売事業の売上高は前第２四半期連結累計期間と比べ92億4千9百万円減（11.5%減）の712
億7百万円、営業利益は9億4千1百万円減（31.1%減）の20億8千万円となりました。景気の影響から、日米
欧におけるゴルフ品の販売不振が影響したこと、また、健康への関心の高まりは持続したもののランニン
グシューズなどで高価格品の伸びが鈍化するなど成長幅が縮小したことなどが影響しました。 
② その他の事業 

 その他の事業の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ、6億9千8百万円増（16.3%増）の49億9千4
百万円、営業利益は2億2千9百万円減（53.6%減）の1億9千9百万円となりました。健康への関心の高まり
などを背景に指定管理者受託ビジネスの需要が見られるものの、設備投資の減少により新規のスポーツ施
設建設工事の需要は減少しました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ71億7千万円減少し、1,254億9千万
円となりました。主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少46億9千3百万円、商品及び製品の減少35億
4千万円です。一方で現金及び預金は31億5千4百万円増加しました。 
 負債は、前連結会計年度末に比べ85億8千8百万円減少し、495億7千3百万円となりました。主な減少要
因は、短期借入金の減少59億9千4百万円、支払手形及び買掛金の減少28億2千2百万円です。一方で1年内
返済予定の長期借入金は10億円増加しました。なお、借入債務の当第２四半期連結会計期間末の残高は、
199億5千8百万円となりました。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べ14億1千7百万円増加し、759億1千6百万円となりました。主な増加
要因は、為替換算調整勘定の増加7億5千2百万円、その他有価証券評価差額金の増加6億9千5百万円、利益
剰余金の増加5億5千7百万円です。一方で繰延ヘッジ損益は5億8千5百万円減少しました。以上の結果、自
己資本比率は、前連結会計年度末の56.1％から60.4％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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平成21年5月20日に公表しました連結業績予想に関しましては、現時点で変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

税金費用 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対
する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて記載しております。 
  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契
約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第
１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について
成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ
の他の工事については工事完成基準を適用しております。  
 これに伴う売上高、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軽微でありま
す。 
  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 12,622 9,468

受取手形及び売掛金 28,088 32,782

有価証券 511 510

商品及び製品 21,241 24,782

仕掛品 1,021 973

原材料及び貯蔵品 1,284 1,698

繰延税金資産 2,393 3,318

その他 4,485 4,886

貸倒引当金 △1,166 △930

流動資産合計 70,483 77,490

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,380 21,650

土地 15,227 15,222

その他（純額） 2,507 2,700

有形固定資産合計 39,114 39,574

無形固定資産 680 639

投資その他の資産   

投資有価証券 8,394 7,681

繰延税金資産 2,164 2,169

その他 7,812 8,264

貸倒引当金 △3,160 △3,159

投資その他の資産合計 15,211 14,956

固定資産合計 55,006 55,170

資産合計 125,490 132,660
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 12,996 15,819

短期借入金 6,158 12,153

1年内返済予定の長期借入金 4,500 3,500

未払法人税等 309 474

返品調整引当金 224 224

その他 7,604 8,436

流動負債合計 31,793 40,608

固定負債   

長期借入金 9,300 9,800

繰延税金負債 604 594

再評価に係る繰延税金負債 3,295 3,295

退職給付引当金 1,222 1,045

その他 3,357 2,817

固定負債合計 17,780 17,553

負債合計 49,573 58,161

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,137 26,137

資本剰余金 31,197 31,197

利益剰余金 24,215 23,657

自己株式 △3,007 △3,001

株主資本合計 78,543 77,991

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,232 537

繰延ヘッジ損益 △436 148

土地再評価差額金 △1,540 △1,540

為替換算調整勘定 △2,021 △2,774

評価・換算差額等合計 △2,765 △3,628

少数株主持分 139 137

純資産合計 75,916 74,499

負債純資産合計 125,490 132,660
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 84,753 76,201

売上原価 49,230 45,157

売上総利益 35,522 31,043

販売費及び一般管理費 32,070 28,765

営業利益 3,451 2,278

営業外収益   

受取利息 121 60

受取配当金 91 108

為替差益 － 374

その他 219 180

営業外収益合計 433 723

営業外費用   

支払利息 326 250

売上割引 191 215

為替差損 331 －

その他 66 78

営業外費用合計 916 544

経常利益 2,968 2,458

特別利益   

固定資産売却益 1 1

特別利益合計 1 1

特別損失   

固定資産売却損 8 2

固定資産除却損 34 8

投資有価証券評価損 268 177

訴訟和解金 － 14

特別損失合計 311 202

税金等調整前四半期純利益 2,658 2,257

法人税等 1,266 1,301

少数株主利益 27 23

四半期純利益 1,365 931
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 39,570 35,202

売上原価 23,136 20,540

売上総利益 16,433 14,662

販売費及び一般管理費 16,191 14,277

営業利益 242 384

営業外収益   

受取利息 63 19

受取配当金 2 4

その他 129 107

営業外収益合計 196 132

営業外費用   

支払利息 152 126

売上割引 77 95

為替差損 451 150

その他 42 50

営業外費用合計 723 422

経常利益又は経常損失（△） △284 94

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産売却損 4 2

固定資産除却損 34 4

投資有価証券評価損 267 166

訴訟和解金 － 14

特別損失合計 306 187

税金等調整前四半期純損失（△） △589 △91

法人税等 △81 △24

少数株主利益 9 9

四半期純損失（△） △518 △77
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 2,658 2,257

減価償却費 1,437 1,253

退職給付引当金の増減額（△は減少） 403 526

貸倒引当金の増減額（△は減少） 86 236

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 268 177

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

受取利息及び受取配当金 △213 △169

支払利息 326 250

固定資産売却損益（△は益） 6 1

固定資産除却損 34 8

売上債権の増減額（△は増加） 5,635 5,172

たな卸資産の増減額（△は増加） 74 4,417

仕入債務の増減額（△は減少） △2,053 △3,036

その他の引当金の増減額（△は減少） △55 －

その他 △2,568 △871

小計 6,040 10,224

利息及び配当金の受取額 215 169

利息の支払額 △326 △252

法人税等の支払額 △656 △338

法人税等の還付額 47 50

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,321 9,854

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,607 △443

有形固定資産の売却による収入 14 13

無形固定資産の取得による支出 △77 △157

無形固定資産の売却による収入 － 1

投資有価証券の取得による支出 △476 △0

投資有価証券の売却による収入 1 －

投資有価証券の償還による収入 548 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △3 0

長期貸付金の回収による収入 14 13

その他 15 76

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,570 △495
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △1,123 △6,354

長期借入れによる収入 2,500 1,000

長期借入金の返済による支出 △3,500 △500

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △1,500 －

自己株式の売却による収入 3 0

自己株式の取得による支出 △23 △6

配当金の支払額 △624 △373

少数株主への配当金の支払額 △38 △28

リース債務の返済による支出 － △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,306 △6,295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77 92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △632 3,155

現金及び現金同等物の期首残高 11,429 9,979

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,797 13,134
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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