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

22年3月期第3四半期 48,033 △7.3 2,734 △19.6 1,691 △27.2 1,150 ―

21年3月期第3四半期 51,840 ― 3,402 ― 2,323 ― △145 ―

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3四半期 9.98 ―

21年3月期第3四半期 △1.17 ―

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3四半期 53,028 5,819 11.0 50.54
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3四半期  5,819百万円 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

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 62,000 △7.0 2,300 △21.6 600 △60.0 50 ― 0.43
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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、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3四半期 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3四半期  18,012,515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3四半期 115,207,567株 21年3月期第3四半期 123,987,936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、企業収益や個人消費の低迷等、依然として世

界的な景気後退の影響が続いております。さらに、国内経済においては、当第３四半期後半から、デ
フレ懸念や円高の再進行等、景気の先行きに不透明感が強まりました。 
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、長引く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。また、収支構造の改善に向けて、製
造原価の低減及び固定費の引下げ等に注力しております。しかし、当第３四半期連結累計期間におい
ては、景気の低迷や円高の影響を受けて、連結売上高は480億３千３百万円（前年同期比7.3％減）に
止まりました。利益面では、減収の影響等により、営業利益は27億３千４百万円（前年同期比19.6％
減）、経常利益は16億９千１百万円（前年同期比27.2％減）となりました。また、四半期純利益は、
税効果会計に基づく税金費用が前年同期に比べ大きく減少したことにより、11億５千万円（前年同期
は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、売上高の減少に伴なう売上債権の減少等により前

連結会計年度末に比べ29億７千３百万円減少し、530億２千８百万円（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11億５千１百万円増加し、58億１千９百万円（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 
景気の先行きは依然不透明でありますが、当第３四半期連結累計期間の経営実績を踏まえ、平成21

年５月15日に公表しました通期の業績予想を以下の通り上方修正致します。 
  

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） 
 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) 61,500 1,300 △400 △500 △4.34
今回発表予想(Ｂ) 62,000 2,300 600 50 0.43
増減額(Ｂ－Ａ) ＋500 ＋1,000 ＋1,000 ＋550 －
増減率(％) ＋0.8 ＋76.9 － － －

(参考)前期実績 66,659 2,933 1,500 △1,209 △9.92
 

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,335 5,599

受取手形及び売掛金 6,341 9,365

商品及び製品 14,715 13,875

仕掛品 1,182 1,352

原材料及び貯蔵品 1,283 1,495

その他 2,230 2,677

貸倒引当金 △436 △445

流動資産合計 30,652 33,921

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,462 5,458

その他（純額） 8,432 8,442

有形固定資産合計 13,894 13,900

無形固定資産   

のれん 2,353 2,066

その他 419 363

無形固定資産合計 2,772 2,430

投資その他の資産   

投資有価証券 2,747 2,728

その他 3,017 3,074

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,705 5,742

固定資産合計 22,372 22,073

繰延資産 3 6

資産合計 53,028 56,001
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,010 7,885

短期借入金 12,979 15,822

未払法人税等 216 352

売上割戻引当金 252 80

返品調整引当金 14 109

ポイント引当金 193 113

賞与引当金 200 494

その他 3,528 3,736

流動負債合計 25,396 28,595

固定負債   

社債 870 310

長期借入金 14,078 15,493

退職給付引当金 5,023 4,932

役員退職慰労引当金 133 202

その他 1,706 1,798

固定負債合計 21,812 22,736

負債合計 47,208 51,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 7,149 6,314

自己株式 △3,092 △3,084

株主資本合計 8,241 7,413

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 191 △75

繰延ヘッジ損益 △214 △247

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △3,234 △3,476

評価・換算差額等合計 △2,421 △2,962

少数株主持分 － 218

純資産合計 5,819 4,668

負債純資産合計 53,028 56,001
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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）

前第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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 51,840 48,033

売上原価 32,029 29,578

売上総利益 19,811 18,454

販売費及び一般管理費 16,409 15,720

営業利益 3,402 2,734

営業外収益   

受取利息 22 10

受取配当金 36 52

不動産賃貸料 200 164

その他 332 274

営業外収益合計 591 502

営業外費用   

支払利息 515 503

売上割引 663 481

為替差損 270 362

その他 220 197

営業外費用合計 1,670 1,545

経常利益 2,323 1,691

特別利益   

前期損益修正益 25 －

貸倒引当金戻入額 － 14

固定資産売却益 5 6

その他 2 1

特別利益合計 33 22

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 155 207

その他 10 48

特別損失合計 168 255

税金等調整前四半期純利益 2,188 1,457

法人税、住民税及び事業税 2,317 289

少数株主利益 16 18

四半期純利益又は四半期純損失（△） △145 1,150
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 
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