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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 163,664 6.2 10,943 1.6 12,048 0.6 6,355 4.1
21年3月期 154,159 6.7 10,774 △4.3 11,979 △5.2 6,105 △26.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 141.23 ― 7.0 8.4 6.7
21年3月期 133.46 ― 7.0 8.8 7.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 148,293 94,067 63.4 2,089.80
21年3月期 138,663 88,795 64.0 1,979.57

（参考） 自己資本   22年3月期  94,067百万円 21年3月期  88,737百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 12,476 △600 △2,798 22,272
21年3月期 2,724 △15,661 △2,761 13,195

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 1,359 22.5 1.5
22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 1,350 21.2 1.5

23年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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） 

 

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

86,003 5.0 6,268 8.5 6,689 5.1 1,942 △46.8 43.14

通期 170,223 4.0 11,730 7.2 12,145 0.8 4,699 △26.1 104.39
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 47,911,023株 21年3月期 47,911,023株

② 期末自己株式数 22年3月期  2,898,135株 21年3月期  3,084,571株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 117,262 △0.2 8,685 △2.9 9,318 △4.1 4,026 △3.4

21年3月期 117,460 4.2 8,942 △4.5 9,717 △4.7 4,168 △30.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 89.48 ―

21年3月期 91.11 ―

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 121,061 84,343 69.7 1,873.76
21年3月期 114,289 81,341 71.2 1,814.59

（参考） 自己資本 22年3月期  84,343百万円 21年3月期  81,341百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、本日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は
これらの予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については3ページ「1．経営成績
(1)経営成績に関する分析」をご参照してください。 

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 
累計期間

62,471 4.5 5,280 3.7 5,459 0.3 1,619 △45.9 35.97

通期 120,769 3.0 9,125 5.1 9,478 1.7 3,448 △14.4 76.60
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①当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、外需の拡大により生産や輸出がやや上向き、エコ関連減税等

経済対策効果により一部で景気の持ち直しが見られたものの、雇用情勢の更なる悪化と個人所得の伸び

悩みから将来への不安感は払拭出来ず、引き続き生活防衛意識の高まりから消費者の節約志向は一段と

高まるなどデフレの進行により個人消費は低調なものとなりました。全体としては依然として景気の停

滞局面から抜け出せない状況にあり、流通大手が消費者ニーズへの対応として低価格商品へのシフト

や、円高トレンドを活用したPB商品の積極投入等を行ったことにより、低価格競争は更に激化しており

ます。 

 スポーツ用品販売業界におきましても、健康志向の高まりなどからランニングブーム、トレッキング

やゴルフなど、スポーツへの参加人口は底堅く推移していますが、消費者の生活先行き不安からくる節

約志向は更に強まり、商品単価の下落が続く厳しい環境となっています。 

 このような状況下、当社グループは、低価格化の流れにも対応しつつ、「スポーツをする人をナビゲ

ートし、オンリーワンのサービスを提供する」という原点に返り諸施策に取り組んで参りました。具体

的には、まず中古ゴルフ用品の「買取」から「販売」の流れをグループ内で循環させ、価格面と品揃え

面の充実を図るとともに、グループ複合型出店を積極的に展開しました。次に高機能素材を使用した自

社開発商品が、高品質低価格商品を求めるお客様のニーズと合致したこと、また店舗運営効率改善に向

けては買い易い店舗作りや販売員が接客し易い環境を整え、サービスの質を落とすことなく経費のコン

トロールを実現いたしました。 

 出退店の状況につきましては、当連結会計年度においても積極的な出店を継続し、スーパースポーツ

ゼビオ9店、ヴィクトリア1店、ヴィクトリアゴルフ４店、ゴルフパートナー24店を出店するとともに、

スーパースポーツゼビオ2店、ゼビオスポーツ1店、G.O.1を1店、ヴィクトリアゴルフ5店、ネクスト5

店、ゴルフパートナー7店の閉店を行いました。当連結会計年度末における店舗数はゼビオ㈱で147店舗

となり、㈱ヴィクトリアの63店、㈱ゴルフパートナー直営店88店、㈱フェスティバルゴルフ5店を含め

グループの総店舗数は303店舗となりました。グループ合計の売場面積は前連結会計年度末に比べて

6,140坪増加して135,529坪となりました。さらにスーパースポーツゼビオ内にあるゴルフ専門店

「G.O.1」の関東地区21店舗を、ゴルフショップブランドとして知名度が高く、商品構成にも定評のあ

る「Victoria Golf」に変更し、ブランドの統合によるショップブランドの有効活用と先進的なマーチ

ャンダイジングの拡大を図っております。 

 それらにより、当連結会計年度における連結業績は、売上高1,636億64百万円（前連結会計年度比

6.2％増）、営業利益109億43百万円（同1.6％増）、経常利益120億48百万円（同0.6％増）、当期純利

益63億55百万円（同4.1％増）と前年比増収増益を果たし、連結ベースでは9期連続の増収となりまし

た。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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②事業の種類別セグメント別の営業概況 

＜ウィンター用品・用具部門＞ 

 ウィンター用品・用具につきましては、シーズン始めには降雪不足からスキー場のオープンが大幅に

遅れ、販売は伸び悩みました。12月中旬以降には降雪もあり、スキー場も順次オープンしたことから売

上は回復し、特に第４四半期には前半の反動と降雪量の多さから、販売は好調に推移し、売上高合計は

前年比3.8％の減少となりました。 

＜ゴルフ用品・用具部門＞ 

 ゴルフクラブの販売につきましては、上半期は新商品の販売も少なく、商品単価の低価格化も進んだ

ことから低調に推移しましたが、10月以降は大型商品のモデルチェンジがあり、持ち直す動きとなりま

した。レディスゴルファーの増加をはじめとしてゴルフのプレイ環境が底堅く推移していることから、

ウェア、小物類の販売は堅調に推移しております。以上の状況と合わせて、ゴルフパートナー、フェス

ティバルゴルフが連結加入したことにより、ゴルフ全体の売上高は前期比25.7％の増加となりました。

＜アスレチックスポーツ、トレーニングウェア部門＞ 

 トレーニングウェアにつきましては、アパレル業界全体で低価格商品が台頭したことから商品単価が

下落し、販売は低迷しました。一方、アスレチックスポーツ部門では、野球、サッカーといった競技の

人気が上向いていることから、チームスポーツ用品を中心に好調に推移いたしました。さらに商品構成

を見直すことで客層も拡大傾向にあります。また、健康志向からランニング需要も定着化しており、シ

ューズや機能ウェアの販売も堅調に推移しております。以上の結果、売上高は前期比0.6％の増加とな

りました。 

＜アウトドア・その他部門＞ 

 アウトドア用品の販売につきましては、梅雨明けが大幅に遅れ、夏季は気温が低かったため、マリン

レジャー用品の販売は低調でしたが、登山をはじめとするアウトドアスポーツの人気は堅調であり、ト

レッキング用品、キャンプ用品販売では、目的別にきめ細かい提案を行うことで客単価も上昇し、売上

も好調に推移しました。以上の結果、アウトドア用品・その他部門売上高は前期比3.2％増加しまし

た。 
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③次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、雇用状況の低迷、所得の伸び悩みは依然として解消されず、個人消費

についても大きな回復は期待できないものと思われます。 

 このような環境のもと、当社グループは店舗効率の向上を主要施策とし、低効率店舗では戦略的な撤

退を実施し、収益力が認められる老朽化した店舗では積極的に改装を進めてまいります。あわせて、在

庫鮮度と自社開発商品の販売強化と精度改善を図り、収益性と在庫効率を向上させてまいります。 

 一方で、日本 大級の総合スポーツ店・長期滞在型スポーツモールの「スーパースポーツゼビオドー

ム」を開店し、Web・ECサイトの刷新を行うなど中長期的な成長戦略も着実に進めてまいります。 

 以上により平成23年3月期の通期連結業績予想につきましては、連結売上高1,702億23百万円（前期比

4.0%増）、連結営業利益117億30百万円（同7.2%増）、連結経常利益121億45百万円（同0.8%増）、連結

当期純利益46億99百万円（同26.1%減）を見込んでおります。 

 なお、当期純利益が減少する特殊要因として、会計基準の変更に伴う資産除去債務18億円の計上を見

込んでおります。 

  

① 当連結会計年度末の資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ96億29百万円増加し、1,482億93百万円とな

りました。流動資産は、現金及び預金の増加70億76百万円などにより前連結会計年度末に比べ116億

16百万円増加の789億89百万円となり、固定資産は、19億86百万円減少し、693億3百万円となりまし

た。 

 当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ43億56百万円増加し、542億25百万円となり

ました。流動負債は、支払手形及び買掛金が15億75百万円増加などにより前連結会計年度末に比べ31

億31百万円増加の490億74百万円となり、固定負債は、リース債務が22億2百万円増加などにより12億

25百万円増加し、51億51百万円となりました。 

 当連結会計年度末の純資産は、利益剰余金の増加50億7百万円などにより、940億67百万円となりま

した。 

(2) 財政状態に関する分析
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② 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

（単位：百万円） 

 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、222億72百万円となり前連結会計年

度末に比べて90億76百万円増加いたしました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、124億76百万円の収入となりました。これは、税金等調整

前当期純利益102億82百万円の収入、仕入債務の増加による資金の増加15億75百万円、たな卸資産の

減少による資金の増加3億24百万円、売上債権の増加による資金の減少13億64百万円、ならびに法人

税等の支払額36億4百万円などによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、6億円の支出となりました。これは、新規出店に伴う有形

固定資産の取得による支出30億66百万円、無形固定資産の取得による支出13億26百万円などが主な要

因であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、27億98百万円の支出となりました。これは配当金の支払額

13億46百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出4億51百万円などが主な要因でありま

す。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

 ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額（自己株式は除く）／総資産 

 ３．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは有利子負債、利払いが僅少またはないため 

 表示を省略しております。 

  

長期に亘る安定的な経営基盤の確保を目指し、業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施すること

を基本方針としております。 

 内部留保につきましては、安定成長に向けた財務体質の強化と今後とも予想される競争の激化に対処

するため、①店舗の新設及び改装や増床への投資、②新規事業への投資、③経営の効率化に向けた情報

システムへの投資などに活用し、経営基盤の安定と拡大に努めてまいります。 

 当期末の配当金は１株当たり15円を予定し、中間配当金１株あたり15円と合わせて、年間30円の配当

金としたいと存じます。 

 なお、次期（平成23年３月期）の配当金につきましては、年間30円（中間15円）を予定しておりま

す。 

区分 前期 当期

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,724 12,476

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,661 △ 600

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,761 △ 2,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 ―  △ 0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 15,697 9,076

現金及び現金同等物の期首残高 28,880 13,195

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12 ─

現金及び現金同等物の期末残高 13,195 22,272

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 64.2 64.0 63.4

時価ベースの自己資本比率(％) 88.0 46.4 57.2

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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① 国内市場の動向に伴うリスク 

 当社グループは日本国内において事業展開を行っており、景気や個人消費の動向など国内の経済状態

が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、既存のスポーツ・レジャー用品販売業者に加え、新たな業態との競争激化等、当業界をめぐる

環境は厳しいものがあります。当社グループといたしましては、大型店舗の積極的展開、グループ企業

間でのシナジーの発揮、ゼビオカードによる顧客の取込み等収益力の強化を図っておりますが、事業競

争力が相対的に低下した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 加えて、今後日本国内におきましては、人口減少に向かうことが予想されており、当社グループが取

り扱う商品・サービス分野におきましても当該影響を受ける可能性があります。 

 ② 天候不順に関するリスク 

 当社グループの取扱商品は主にスポーツ用品・用具、アスレチック、ゴルフ、ウィンタースポーツ、

トレーニングウェア、アウトドア、ファッション衣料でありますが、季節的変動によって影響を受けま

す。当社グループといたしましては、商品力の強化、販売促進活動等により当該影響を低減させるべく

努めておりますが、特に異常気象といわれるほどの冷夏や暖冬の場合は売上の減少を招き、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③ 出店に関するリスク 

 当社グループが店舗を出店する場合、１千平方メートルを超える店舗が中心であるため、大規模小売

店舗立地法の手続きを経て出店をしていく必要があります。このため、これらの調整過程の中で、計画

した出店ができない場合があり、事業計画が達成されないリスクがあります。 

 ④ フランチャイズ展開についてのリスク 

 当社グループは、「ゴルフパートナー」をフランチャイズ方式で展開しており、加盟店の出店動向及

び業績状況等によって、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。 

 当社グループは、加盟者と相互の繁栄を目指すことから、加盟店の店長をはじめ従業員に対する研修

制度を有するほか、営業力や経営成績向上のため店舗運営指導などの支援活動を実施しております。し

かしながら、加盟店の出店には、出店条件に合致した物件の確保が必要であり、出店数や出店時期が当

社の計画通り進まない可能性もあります。さらに、加盟者におきまして、当社に起因しない諸事情の発

生などにより出店計画を見直す可能性もあります。これらの事象が生じた場合には、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 ⑤ 敷金・保証金の貸倒れリスク 

 当社グループの出店に際し、通常、店舗賃借先に対して相当額の敷金ならびに保証金を支出する場合

がほとんどであります。契約に際しては、相手先の信用状態を十分判断したうえで出店の意思決定をい

たしますが、その後の経済環境の変化や契約先の信用状態の悪化により差し入れた敷金・保証金の貸倒

れリスクがあります。 

(4) 事業等のリスク
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 ⑥ 原油をはじめとする資材・仕入価格の上昇リスク 

 昨今、原油をはじめ資材価格が大きく変動しております。今後資材価格の上昇に伴い当社グループの

出店コストも上昇する可能性があります。さらには原料・資材価格の上昇により当社グループの取扱商

品につきましても、その仕入価格が予想を超える仕入価格の上昇した場合、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 ⑦ 為替リスク 

 当社グループは、スポーツ用品・用具や衣料の一部を海外から直接輸入しており、間接的な輸入を含

め、輸入商品が多く含まれるため一般的に円高になれば、仕入価格は逓減傾向になり、円安になれば仕

入価格は逓増傾向にあるため、売上総利益率の変動を受けるリスクがあり、為替相場等の変動による一

般的な市場リスクを有しております。 

 ⑧ 取扱商品の瑕疵に関するリスク 

 当社グループは、取引先を含めた一貫した商品管理の徹底、チェック体制の確立など、お客様に安全

な商品と正確な情報をお伝えするよう努めております。しかしながら、異物混入や健康被害を与える可

能性のある商品、表示不良品の流通など、予想を越える重大な品質問題が発生した場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑨ 情報システムに関するリスク 

 当社グループは店舗ＰＯＳシステムをはじめとして、商品の発注、営業の管理等の業務において、内

部及び外部の情報並びに技術的システム、ネットワークを活用しております。当社グループが使用して

おります技術的システム及びネットワークに、自然災害、人為的過誤、停電、コンピューターウィル

ス、ハッカー等により障害等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑩ 個人情報の取扱に関するリスク 

 当社グループでは、「ゼビオカード」等のポイントカード会員の個人情報を保有しております。個人

情報保護については、個人情報保護対策チームを設置し、経済産業省のガイドラインに沿い、方針・規

程の整備、従業員の教育、個人情報の漏洩防止対策等の安全対策をとっておりますが、万一、個人情報

が流出した場合には、当社グループの信用が低下し業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑪ 店舗をはじめとする営業施設等の減損リスク 

 当社グループでは、減損会計を既に適用しておりますが、今後も、実質的価値が下落した当社グルー

プの保有資産（投資有価証券を含む）や収益性の低い店舗等について減損処理がさらに必要となった場

合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑫ 大規模自然災害に関するリスク 

 当社グループの店舗・施設の周辺地域において大地震や台風等の災害或いは予期せぬ事故等が発生

し、店舗・施設等に損害が生じ、当社グループの販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、さらに

人的被害があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑬ 係争・訴訟に関するリスク 

 当連結会計年度において、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす係争・訴訟は提起されておりま

せん。しかしながら業績に影響を及ぼす訴訟や社会的影響の大きな訴訟等が発生し、当社グループに不

利な判断がなされた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループは、当社及び子会社12社で構成されており、スポーツ用品・用具及び衣料を中心とした一般

小売事業を主たる事業としております。また、クレジットカード事業、保険代理事業、研修宿泊事業及び品

質管理事業等を展開しております。 

  

各社の位置付け及び事業系統図は次のとおりです。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、良質な人材、資金、組織を公正な競争原理のもとにつくることで、「お客様第一主義」に基

づいた事業活動を通じてお客様、株主様、お取引先様、従業員とともに成長し社会に貢献することを経

営理念としております。 

 スポーツ、ファッション商品を通して、お客様の求める 高の商品価値を創造、提供できる商品開発

とショッピングそのものの楽しさやサービスを提供できる店舗づくりを継続的に実現し、「オンリーワ

ン」企業になることを経営の基本方針として、日々努力を重ねてまいります。 

経営環境の変化にも柔軟に対応できる収益体質の確立を目指し、常にその効果を意識した経費支出を

行うなど事業活動の効率化を図ってまいります。同時に、売場販売効率を示す「坪売上高」と、商品効

率の向上を推進し、営業キャッシュ・フローと企業価値の拡大を目指してまいります。 

中長期的に予測される経営環境の変化に対応するべく、グループ内で経営理念の共有と徹底、グルー

プ各社のコンピテンシーの融合による、企業グループとしての体質強化と、グループ企業間でのシナジ

ーを 大限に発揮できる仕組み作り、及び更なる飛躍のための着実な出店の継続や、有力な企業との提

携を進めることで、「お客様の信頼と満足の向上」を共通の価値観として、質を伴った業容拡大を図

り、スポーツ業界におけるオンリーワン企業として、強固な基盤の確立を目指してまいります。 

①中核事業であるスポーツ小売事業においては、「スーパースポーツゼビオ」、「ヴィクトリア」、

「ヴィクトリアゴルフ」、「エル・ブレス」、「ゴルフパートナー」、「フェスティバルゴルフ」それ

ぞれの業態が持つ「強み」と「特色」を活かした新規出店と再配置を含む既存店の活性化を、収益性と

効率性を重視しながら、積極的に進めてまいります。また、商品面では、お客様との接点である店頭に

おける販売情報を基にした、店舗ごとの適正な商品構成を設定と調達計画との連動による更なる地域MD

の精度向上、それらを補完する物流と情報システムの整備、及び仕入先様との協業の拡大による商品面

での差別化の仕組みを構築してまいります。 

②ネクスト事業におきましては、厳選した商品仕入れと細やかな販促施策の継続に努めつつ、お客様の

認知度とストアロイヤリティの向上を図り、収益基盤と業態の確立を目指してまいります。 

③クレジットカード事業につきましては、当社グループのマーケティング機能を果たしつつ、顧客カー

ド会員の拡大と、サービスの充実によるメインカード化を図ってまいります。 

将来的に予測されるわが国における国民の税負担、社会保障費負担の増加による消費環境の不透明感

の中、長期的な少子高齢化による人口減などの社会環境の変化と、当社の属する小売業界における「勝

ち組」によるマーケットの寡占化と競争が激化しております。 

 これらの市場環境に対応するため、グループ企業間の相乗効果を 大限に活かし、スポーツ事業への

効率の伴った投資を拡大することにより、スポーツ業界における確固たる競争優位性を確立し、グルー

プの企業価値を高めてまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

-10-

ゼビオ株式会社（8281）　平成22年3月期 決算短信



これらの収益力の拡大を達成するために、新たな成長戦略に対応できる組織改革と業務改革を行って

いくことに加え、内部監査機能の充実・強化を中心とするリスク管理や法令・社会規範の遵守などのコ

ンプライアンスの強化を更に推進し、特に商品の品質管理及び個人情報保護面での徹底を行ってまいり

ます。内部統制報告制度に際して、取締役、使用人の職務執行を法令・定款に適合することを確保する

ためだけではなく、当社及びグループ各社の業務の適正性、効率性を確保する為の体制を確立してまい

ります。 

該当事項はありません。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,195 18,272

受取手形及び売掛金 8,164 9,529

有価証券 2,000 4,000

営業貸付金 2,072 2,740

商品 40,377 40,052

繰延税金資産 1,014 1,445

その他 2,859 3,297

貸倒引当金 △309 △348

流動資産合計 67,373 78,989

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 32,393 32,985

減価償却累計額 △16,753 △17,542

建物及び構築物（純額） ※1 15,640 15,443

土地 ※1 15,146 14,846

リース資産 － 3,199

減価償却累計額 － △555

リース資産（純額） － 2,643

建設仮勘定 315 115

その他 9,931 8,389

減価償却累計額 △6,043 △6,443

その他（純額） 3,888 1,945

有形固定資産合計 34,990 34,994

無形固定資産

のれん 5,551 5,410

ソフトウエア － 2,052

その他 2,142 692

無形固定資産合計 7,694 8,156

投資その他の資産

投資有価証券 627 652

長期貸付金 98 99

繰延税金資産 2,138 1,818

差入保証金 9,249 8,279

敷金 11,616 11,471

投資不動産 5,298 6,299

減価償却累計額 △2,961 △3,962

投資不動産（純額） 2,336 2,336

その他 2,644 1,629

貸倒引当金 △105 △135

投資その他の資産合計 28,605 26,152

固定資産合計 71,290 69,303

資産合計 138,663 148,293
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 34,132 35,707

短期借入金 1,200 650

1年内返済予定の長期借入金 ※1 448 368

未払法人税等 1,796 2,302

賞与引当金 797 738

役員賞与引当金 15 14

ポイント引当金 1,920 1,754

その他 5,632 7,538

流動負債合計 45,942 49,074

固定負債

長期借入金 ※1 492 123

リース債務 － 2,779

繰延税金負債 116 116

退職給付引当金 114 237

役員退職慰労引当金 58 70

負ののれん 1,305 438

その他 1,837 1,384

固定負債合計 3,925 5,151

負債合計 49,868 54,225

純資産の部

株主資本

資本金 15,935 15,935

資本剰余金 16,110 16,096

利益剰余金 62,129 67,137

自己株式 △5,493 △5,161

株主資本合計 88,682 94,008

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44 59

繰延ヘッジ損益 10 －

評価・換算差額等合計 54 59

少数株主持分 57 －

純資産合計 88,795 94,067

負債純資産合計 138,663 148,293
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 154,159 163,664

売上原価 94,546 101,462

売上総利益 59,613 62,202

販売費及び一般管理費 ※1 48,839 ※1 51,258

営業利益 10,774 10,943

営業外収益

受取利息 159 113

受取配当金 15 11

不動産賃貸料 870 797

負ののれん償却額 866 866

その他 225 251

営業外収益合計 2,137 2,040

営業外費用

支払利息 10 29

不動産賃貸費用 844 861

その他 76 44

営業外費用合計 931 935

経常利益 11,979 12,048

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 55

預り保証金解約益 57 －

特別利益合計 57 55

特別損失

固定資産除却損 ※2 260 ※2 57

減損損失 ※3 1,615 ※3 1,460

店舗閉鎖損失 459 273

固定資産臨時償却費 50 15

投資有価証券評価損 324 －

その他 145 15

特別損失合計 2,856 1,822

税金等調整前当期純利益 9,180 10,282

法人税、住民税及び事業税 3,679 4,041

法人税等調整額 △604 △114

法人税等合計 3,074 3,927

少数株主利益 0 －

当期純利益 6,105 6,355
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 15,935 15,935

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,935 15,935

資本剰余金

前期末残高 16,108 16,110

当期変動額

自己株式の処分 1 △13

当期変動額合計 1 △13

当期末残高 16,110 16,096

利益剰余金

前期末残高 57,398 62,129

当期変動額

剰余金の配当 △1,374 △1,347

当期純利益 6,105 6,355

当期変動額合計 4,730 5,007

当期末残高 62,129 67,137

自己株式

前期末残高 △3,995 △5,493

当期変動額

自己株式の取得 △1,502 △0

自己株式の処分 4 332

当期変動額合計 △1,498 332

当期末残高 △5,493 △5,161

株主資本合計

前期末残高 85,447 88,682

当期変動額

剰余金の配当 △1,374 △1,347

当期純利益 6,105 6,355

自己株式の取得 △1,502 △0

自己株式の処分 6 319

当期変動額合計 3,234 5,325

当期末残高 88,682 94,008
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 11 44

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

33 14

当期変動額合計 33 14

当期末残高 44 59

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △33 10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

43 △10

当期変動額合計 43 △10

当期末残高 10 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △21 54

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

76 4

当期変動額合計 76 4

当期末残高 54 59

少数株主持分

前期末残高 － 57

当期変動額

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 57 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △57

当期変動額合計 57 △57

当期末残高 57 －

純資産合計

前期末残高 85,426 88,795

当期変動額

剰余金の配当 △1,374 △1,347

当期純利益 6,105 6,355

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 57 －

自己株式の取得 △1,502 △0

自己株式の処分 6 319

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76 △53

当期変動額合計 3,368 5,272

当期末残高 88,795 94,067
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 9,180 10,282

減価償却費 4,009 4,302

減損損失 1,615 1,460

のれん償却額 129 408

負ののれん償却額 △866 △866

貸倒引当金の増減額（△は減少） 159 67

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 △58

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △0

ポイント引当金の増減額（△は減少） △43 △166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56 123

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13 12

受取利息及び受取配当金 △174 △124

支払利息 10 29

固定資産除却損 260 57

店舗閉鎖損失 459 273

投資有価証券評価損益（△は益） 324 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,558 △1,364

営業貸付金の増減額（△は増加） △575 △667

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,391 324

仕入債務の増減額（△は減少） △1,062 1,575

未払金の増減額（△は減少） 718 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △102 490

その他 △1,273 △68

小計 6,911 16,088

利息及び配当金の受取額 75 20

利息の支払額 △10 △28

法人税等の支払額 △4,251 △3,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,724 12,476

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 500 －

有形固定資産の取得による支出 △7,842 △3,066

有形固定資産の売却による収入 － 822

有形固定資産の除却による支出 △95 △139

無形固定資産の取得による支出 △1,003 △1,326

無形固定資産の売却による収入 － 840

敷金及び保証金の差入による支出 △1,432 △468

敷金及び保証金の回収による収入 1,217 1,663

投資有価証券の取得による支出 △50 －

預り保証金の受入による収入 36 112

預り保証金の返還による支出 △111 △87

営業譲受による支出 △324 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※2 △6,580 －

子会社株式の取得による支出 － △6

その他 26 1,055

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,661 △600
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,050 －

短期借入金の返済による支出 △3,620 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － △550

長期借入金の返済による支出 △134 △448

社債の償還による支出 △150 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △30 △451

自己株式の取得による支出 △1,502 △0

自己株式の売却による収入 6 0

配当金の支払額 △1,379 △1,346

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,761 △2,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,697 9,076

現金及び現金同等物の期首残高 28,880 13,195

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 13,195 ※1 22,272
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 
  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 12社

連結子会社名

清稜山株式会社

ゼビオビジネスサービス株式会

社

株式会社ヴィクトリア

ゼビオインシュアランスサービ

ス株式会社

ゼビオカード株式会社

株式会社リファイン

株式会社レオニアン

株式会社カイザー

ゼビオナビゲーターズネットワ

ーク株式会社

株式会社ゴルフパートナー

東北アイスホッケークラブ株式

会社

株式会社フェスティバルゴルフ

このうち、ゼビオナビゲーターズネ

ットワーク株式会社、東北アイスホ

ッケークラブ株式会社及び株式会社

フェスティバルゴルフについては新

たに設立したことにより、株式会社

ゴルフパートナーについては株式取

得に伴い、また、従来非連結子会社

でありました株式会社カイザーは重

要性が増したため、それぞれ当連結

会計年度から連結子会社に含めてお

ります。

(1)連結子会社の数 12社

連結子会社名

清稜山株式会社

ゼビオビジネスサービス株式会

社

株式会社ヴィクトリア

ゼビオインシュアランスサービ

ス株式会社

ゼビオカード株式会社

株式会社リファイン

株式会社レオニアン

株式会社カイザー

ゼビオナビゲーターズネットワ

ーク株式会社

株式会社ゴルフパートナー

東北アイスホッケークラブ株式

会社

株式会社フェスティバルゴルフ

(2)非連結子会社の名称

該当事項はありません。

(2)非連結子会社の名称

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と
一致しております。

同左
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項目

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移

動平均法により算定）

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券

満期保有目的の債券

…同左

その他有価証券

時価のあるもの

…同左

時価のないもの 

…移動平均法による原価法

時価のないもの 

…同左

②デリバティブ

…時価法

②デリバティブ

…同左

③たな卸資産 ③たな卸資産

商品 

…主として個別法による原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法) 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分）を適用して

おります。 

 これにより当連結会計年度の

営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ

47百万円減少しております。

商品 

…主として個別法による原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法) 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産及び賃貸不動産

（リース資産を除く）

…定率法

なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物及び構築物   ３年～50年

その他(工具、 

器具及び備品)       ３年～20年

(2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産及び賃貸不動産

（リース資産を除く）

…同左
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項目

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

②無形固定資産（リース資産を除

く）

…定額法 

なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

②無形固定資産（リース資産を除

く）

…同左

同左

③リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法によっ

ております。

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のものについては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。
（会計方針の変更）
 所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当連結会計年度よ

り、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会

会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用しております。

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  なお、セグメント情報に与える影響

はセグメント情報の記載を省略してい

るため記載しておりません。

③リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法によっ

ております。

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のものについては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

④長期前払費用

…定額法

④長期前払費用

…同左

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

…売上債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

…同左

②賞与引当金

…従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

基準により計上しております。

③役員賞与引当金

…役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当連結会計年

度における支給見込額を計上し

ております。

②賞与引当金

…同左

③役員賞与引当金

…同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

④ポイント引当金

…会員カードによるポイントサー

ビス制度に基づき、顧客に付与

したポイントの利用に備えるた

め、利用実績率に基づき将来利

用されると見込まれる額を計上

しております。

④ポイント引当金

…同左

⑤退職給付引当金

…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から損益処理

することとしております。

⑤退職給付引当金

…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から損益処理

することとしております。
（会計方針の変更）
 当連結会計年度より「「退職給付引

当金に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号平成20

年７月31日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。

⑥役員退職慰労引当金

…役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上してお

ります。

⑥役員退職慰労引当金

…同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4)連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資

産及び負債の本邦通貨への換算の

基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計

年度末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(4)連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資

産及び負債の本邦通貨への換算の

基準

…同左

(5)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たしている

通貨オプションについては、振

当処理によっております。

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 通貨オプション 

ヘッジ対象 外貨建予定取引

ヘッジ手段 同左 

ヘッジ対象 同左

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の為替変

動のリスクを回避する目的で為

替予約取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に行

っております。

同左

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法

通貨オプションについては、ヘ

ッジ対象取引との通貨単位で、

同一金額、同一期日で振当処理

を行っており、期末時点での有

効性の評価を行っております。

同左

(6)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

…税抜方式によっております。

(6)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

…同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは15年間で均等償却しておりま

す。 

負ののれんは５年間で均等償却してお

ります。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヵ月以内に満期日の到来する流動

性の高い短期投資からなっておりま

す。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【表示方法の変更】

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品」に掲記してお

ります。

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において無形固定資産の「その他」に

含めておりました「ソフトウエア」は、金額の重要性

が増したため、当連結会計年度より、区分掲記するこ

とに変更いたしました。なお、前連結会計年度の無形

固定資産の「その他」に含まれている「ソフトウエ

ア」は2,108百万円であります。

前連結会計年度まで有形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「リース資産」は、金額の重要

性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記する

ことに変更いたしました。なお、前連結会計年度の有

形固定資産の「その他」に含まれている「リース資

産」は取得価額は744百万円、減価償却累計額は66百万

円であります。

前連結会計年度において固定負債の「その他」に含め

ておりました「リース債務」は、金額の重要性が増し

たため、当連結会計年度より、区分掲記することに変

更いたしました。なお、前連結会計年度の固定負債の

「その他」に含まれている「リース債務」は576百万円

であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「店

舗閉鎖損失」(前連結会計年度122百万円)及び「投資有

価証券評価損益(△は益)」(前連結会計年度13百万円)

については、重要性が増したため当連結会計年度より

区分掲記しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減

額(△は減少)」は、当連結会計年度において、金額的

重要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「未払金の増減額(△は減少)」は264百万円でありま

す。 

  

前連結会計年度まで総額表示しておりました「短期借

入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支

出」は、当連結会計年度から「短期借入金の純増減額

(△は減少)」として純額表示することに変更しまし

た。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
（平成21年３月31日）

当連結会計年度 
（平成22年３月31日）

 
 
 

 
 

※１ 担保資産及び担保付債務は、次のとおりでありま

す。
  (1)担保に供している資産は次のとおりであります。

土地 181百万円

建物及び構築物 18百万円

合計 199百万円

  (2)上記に対応する債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入金 74百万円

長期借入金 56百万円

合計 131百万円

─
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

広告宣伝費 3,408百万円

給料手当等 15,102百万円

賞与引当金繰入額 852百万円

役員賞与引当金繰入額 15百万円

退職給付費用 191百万円

役員退職慰労引当金繰入額 15百万円

減価償却費 3,822百万円

賃借料 11,872百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

広告宣伝費 3,213百万円

給料手当等 16,148百万円

賞与引当金繰入額 744百万円

役員賞与引当金繰入額 14百万円

退職給付費用 249百万円

役員退職慰労引当金繰入額 13百万円

減価償却費 4,054百万円

賃借料 12,867百万円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 22百万円

その他 238百万円

計 260百万円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 15百万円

その他 42百万円

計 57百万円

 

※３ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上いたし

ました。

場所 用途 種類

営業店舗 店舗設備 建物等

賃貸店舗等 店舗設備等 建物等

当社グループは、各店舗設備単位を資産グルー

プとして減損会計を適用しております。減損は

業績不振等を要因としており、各資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（1,615百万円）として特別損失

に計上いたしました。その内訳は、建物918百万

円、構築物49百万円、器具備品384百万円、投資

不動産25百万円及びその他237百万円でありま

す。

なお、資産グループの回収可能価額は使用価値

等により測定しており、将来キャッシュ・フロ

ーを主として7.3％で割り引いて算定しておりま

す。

 

※３ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上いたし

ました。

場所 用途 種類

営業店舗 店舗設備 建物等

賃貸店舗等 店舗設備等 建物等

当社グループは、各店舗設備単位を資産グルー

プとして減損会計を適用しております。減損は

業績不振等を要因としており、各資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（1,460百万円）として特別損失

に計上いたしました。その内訳は、建物536百万

円、構築物13百万円、器具備品75百万円、投資

不動産479百万円及びその他354百万円でありま

す。 

なお、資産グループの回収可能価額は使用価値

等により測定しており、将来キャッシュ・フロ

ーを主として7.2％で割り引いて算定しておりま

す。
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(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加  1,000千株 

 単元未満株式の買取による増加        1千株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプション権利行使による減少  2千株 

 単元未満株式の売却による減少        0千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 47,911 ― ― 47,911

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 2,085 1,001 2 3,084

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 687 15円 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 687 15円 平成20年９月30日 平成20年12月11日

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 672 15円 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取による増加         0千株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 株式交換による減少             186千株 

 単元未満株式の売却による減少          0千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 
  

 
  

  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 47,911 ─ ─ 47,911

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 3,084 0 186 2,898

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 672 15円 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月６日 
取締役会

普通株式 675 15円 平成21年９月30日 平成21年12月11日

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 675 15円 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 11,195百万円

有価証券勘定 2,000百万円

現金及び現金同等物 13,195百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 18,272百万円

有価証券勘定 4,000百万円

現金及び現金同等物 22,272百万円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに株式会社ゴルフパート

ナーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び

負債の内訳並びに同社株式の取得価額と取得によ

る支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産 3,035百万円

固定資産 1,532百万円

のれん 5,602百万円

流動負債 △2,324百万円

固定負債 △967百万円

少数株主持分 △57百万円

取得価額 6,820百万円

現金及び現金同等物 △239百万円

差引：連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出(純額)

△6,580百万円
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職
給付、賃貸等不動産等、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算
短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
 なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月29日提出予定の有価証券報告書に記載いたします
ので、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」
（EDINET）でご覧いただくことができます。 

一般小売事業部門の売上高、営業利益、資産の金額が、それぞれ売上高合計、営業利益の生じて
いるセグメントの営業利益合計額及び資産の金額の合計額の90％超であるため、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。 
  

一般小売事業部門の売上高、営業利益、資産の金額が、それぞれ売上高合計、営業利益の生じて
いるセグメントの営業利益合計額及び資産の金額の合計額の90％超であるため、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
  

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(開示の省略)

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

３ 海外売上高

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)
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(注)１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,979.57円

１株当たり当期純利益金額 133.46円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

１株当たり純資産額 2,089.80円

１株当たり当期純利益金額 141.23円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ─ 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。 

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 6,105 6,355

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,105 6,355

普通株式の期中平均株式数(千株) 45,749 44,998

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(百万円) ― ─

普通株式増加額(千株) ― ─

(うち新株予約権(千株)) (―) (─)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

 旧商法第280条ノ20及び同条
ノ21に規定するストックオプ
ション制度に係る新株予約権
１種類(224,850株)。

 旧商法第280条ノ20及び同条
ノ21に規定するストックオプ
ション制度に係る新株予約権
１種類(218,850株)。
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,722 13,673

売掛金 2,504 2,656

有価証券 1,900 4,000

商品 30,167 29,110

関係会社短期貸付金 3,648 5,300

前払費用 658 649

繰延税金資産 887 936

未収入金 204 543

その他 553 279

貸倒引当金 △1 △6

流動資産合計 48,245 57,141

固定資産

有形固定資産

建物 23,442 23,844

減価償却累計額 △12,016 △12,363

建物（純額） 11,426 11,481

構築物 1,754 1,918

減価償却累計額 △1,226 △1,247

構築物（純額） 527 671

車両運搬具 14 14

減価償却累計額 △13 △13

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 7,950 7,212

減価償却累計額 △5,048 △5,565

工具、器具及び備品（純額） 2,902 1,647

土地 6,638 6,339

リース資産 529 2,329

減価償却累計額 △45 △373

リース資産（純額） 483 1,955

建設仮勘定 301 31

有形固定資産合計 22,281 22,127

無形固定資産

ソフトウエア 1,421 1,712

電話加入権 4 0

無形固定資産合計 1,426 1,712
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 575 600

関係会社株式 13,309 13,635

長期貸付金 63 58

関係会社長期貸付金 4,933 3,665

長期前払費用 1,051 999

繰延税金資産 2,108 1,793

差入保証金 8,283 7,578

敷金 8,958 8,957

投資不動産 6,337 6,449

減価償却累計額 △3,623 △4,051

投資不動産（純額） 2,714 2,397

その他 436 437

貸倒引当金 △97 △44

投資その他の資産合計 42,337 40,079

固定資産合計 66,044 63,919

資産合計 114,289 121,061

負債の部

流動負債

支払手形 3,194 2,956

買掛金 22,878 23,803

未払金 2,057 2,272

未払法人税等 1,626 2,052

預り金 133 130

前受収益 66 75

賞与引当金 541 498

役員賞与引当金 15 14

ポイント引当金 645 730

その他 178 1,023

流動負債合計 31,337 33,556

固定負債

リース債務 415 1,662

退職給付引当金 112 234

役員退職慰労引当金 58 70

長期預り保証金 432 545

その他 591 648

固定負債合計 1,610 3,161

負債合計 32,948 36,717
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 15,935 15,935

資本剰余金

資本準備金 15,907 15,907

その他資本剰余金 203 189

資本剰余金合計 16,110 16,096

利益剰余金

利益準備金 802 802

その他利益剰余金

別途積立金 49,550 52,050

繰越利益剰余金 4,381 4,560

利益剰余金合計 54,734 57,413

自己株式 △5,493 △5,161

株主資本合計 81,286 84,283

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44 59

繰延ヘッジ損益 10 －

評価・換算差額等合計 54 59

純資産合計 81,341 84,343

負債純資産合計 114,289 121,061
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 117,460 117,262

売上原価

商品期首たな卸高 26,364 30,167

当期商品仕入高 76,235 72,274

合計 102,600 102,442

他勘定振替高 124 354

商品期末たな卸高 30,167 29,110

ポイント引当金繰入額 112 84

売上原価合計 72,420 73,061

売上総利益 45,039 44,200

販売費及び一般管理費

販売手数料 1,028 1,049

荷造運搬費 1,054 1,035

広告宣伝費 2,646 2,467

給料手当及び賞与 11,302 11,006

福利厚生費 1,760 1,693

賞与引当金繰入額 541 498

役員賞与引当金繰入額 15 14

退職給付費用 192 247

役員退職慰労引当金繰入額 15 13

減価償却費 3,107 3,240

賃借料 8,723 9,159

修繕維持費 2,333 2,164

その他 3,375 2,922

販売費及び一般管理費合計 36,097 35,515

営業利益 8,942 8,685

営業外収益

受取利息 290 204

受取配当金 15 11

不動産賃貸料 963 914

その他 266 245

営業外収益合計 1,536 1,375

営業外費用

不動産賃貸費用 700 713

その他 61 28

営業外費用合計 761 742

経常利益 9,717 9,318
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 47

預り保証金解約益 57 －

固定資産売却益 － 96

特別利益合計 57 144

特別損失

固定資産除却損 236 33

減損損失 1,530 1,093

店舗閉鎖損失 433 221

固定資産売却損 － 105

固定資産臨時償却費 8 15

投資有価証券評価損 324 －

その他 150 －

特別損失合計 2,684 1,468

税引前当期純利益 7,090 7,994

法人税、住民税及び事業税 3,509 3,704

法人税等調整額 △587 263

法人税等合計 2,921 3,968

当期純利益 4,168 4,026
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 15,935 15,935

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,935 15,935

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 15,907 15,907

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,907 15,907

その他資本剰余金

前期末残高 201 203

当期変動額

自己株式の処分 1 △13

当期変動額合計 1 △13

当期末残高 203 189

資本剰余金合計

前期末残高 16,108 16,110

当期変動額

自己株式の処分 1 △13

当期変動額合計 1 △13

当期末残高 16,110 16,096

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 802 802

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 802 802

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 44,850 49,550

当期変動額

別途積立金の積立 4,700 2,500

当期変動額合計 4,700 2,500

当期末残高 49,550 52,050
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 6,288 4,381

当期変動額

剰余金の配当 △1,374 △1,347

当期純利益 4,168 4,026

別途積立金の積立 △4,700 △2,500

当期変動額合計 △1,906 178

当期末残高 4,381 4,560

利益剰余金合計

前期末残高 51,940 54,734

当期変動額

剰余金の配当 △1,374 △1,347

当期純利益 4,168 4,026

当期変動額合計 2,793 2,678

当期末残高 54,734 57,413

自己株式

前期末残高 △3,995 △5,493

当期変動額

自己株式の取得 △1,502 △0

自己株式の処分 4 332

当期変動額合計 △1,498 332

当期末残高 △5,493 △5,161

株主資本合計

前期末残高 79,989 81,286

当期変動額

剰余金の配当 △1,374 △1,347

当期純利益 4,168 4,026

自己株式の取得 △1,502 △0

自己株式の処分 6 319

当期変動額合計 1,297 2,997

当期末残高 81,286 84,283
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 11 44

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

33 14

当期変動額合計 33 14

当期末残高 44 59

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △33 10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

43 △10

当期変動額合計 43 △10

当期末残高 10 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △21 54

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

76 4

当期変動額合計 76 4

当期末残高 54 59

純資産合計

前期末残高 79,968 81,341

当期変動額

剰余金の配当 △1,374 △1,347

当期純利益 4,168 4,026

自己株式の取得 △1,502 △0

自己株式の処分 6 319

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76 4

当期変動額合計 1,373 3,001

当期末残高 81,341 84,343
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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)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前事業年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

当事業年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)
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(重要な後発事象)

前事業年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 ②その他の役員の異動 

  該当事項はありません。 

  

  

6. その他

（役員の異動） 
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