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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 59,878 △3.9 2,243 △3.7 921 △6.1 215 △26.9

22年3月期 62,318 △6.5 2,329 △20.6 981 △34.6 294 ―

（注）包括利益 23年3月期 △592百万円 （―％） 22年3月期 1,169百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 1.87 ― 4.5 1.8 3.7
22年3月期 2.56 ― 6.1 1.8 3.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 50,469 4,337 8.6 37.68
22年3月期 52,256 5,277 10.1 45.83

（参考） 自己資本   23年3月期  4,337百万円 22年3月期  5,277百万円

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

23年3月期 2,143 △935 △1,972 4,034
22年3月期 4,419 △2,067 △3,230 4,968

2.  配当の状況 

(注)平成24年３月期の配当予想は、未定です。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 345 117.3 7.1
23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 115 53.4 2.4

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の影響により、現時点では合理的な算定が困難であることから、未定とさせてい
ただきます。今後、予想が可能になりました段階で改めて公表いたします。 



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  
（注）アジア ダイワ（ホンコン）Co.,リミテッド（平成22年11月設立）につきましては、営業準備中のため連結の範囲には含めておりません。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 120,000,000 株 22年3月期 133,174,723 株

② 期末自己株式数 23年3月期 4,865,068 株 22年3月期 18,021,797 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 115,144,838 株 22年3月期 115,195,800 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 32,689 △5.4 1,285 3.4 610 △3.8 573 40.7
22年3月期 34,557 △11.7 1,243 △53.2 634 △58.0 407 ―

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

23年3月期 4.98 ―

22年3月期 3.54 ―

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

23年3月期 45,955 8,697 18.9 75.54
22年3月期 47,393 8,420 17.8 73.13

（参考） 自己資本 23年3月期  8,697百万円 22年3月期  8,420百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表に対する監
査手続が実施中です。 

※ 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、
実際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。 
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１．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度における国内外の経済は、新興国においては穏やかな景気回復基調となりまし
たが、財政危機問題による不安定な欧州経済や、米国経済の減速懸念に加え、円高の更なる進行
や株式市場の低迷等、景気の先行きが不透明なままで推移いたしました。また、３月に発生しま
した東日本大震災と福島原発事故により、先行き不透明感がさらに強まりました。 
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、景気低迷や震災後の消費マインド

の低下等の影響を受け、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魅力ある新製品の開発に注力

すると共にマーケティング力の強化を推進し、市場の活性化と販売の拡大を図ってまいりました
が、当連結会計年度においては、景気の低迷や円高及び震災等の影響を受けて、売上高は598億
７千８百万円（前期比3.9％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22億４千３百万円（前期比3.7％減）、経常利益は９億２千１百万円（前期比6.1％減）となり
ました。また、当期純利益は、震災に伴なう特別損失の計上もあり、２億１千５百万円（前期比
26.9％減）となりました。 

 
セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

国内景気の回復の足取りは重く、個人消費が引き続き低迷していたことに加え、東日本大震
災による期末商戦への影響等もあり、一段と先行き不透明な状況になっております。このよう
な状況の中、市場ニーズに合った新製品を投入し拡販活動を強力に推進しましたが、売上高は
498億２千万円（前期比3.9％減）、セグメント利益は34億７千２百万円（前期比7.3％減）に
止まりました。 
②米州 
米州経済は、景気の減速が懸念され、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、不安定な状況

が続いております。このような中、市場にマッチした製品の投入と積極的なマーケティング活
動を展開しました結果、売上高は36億２千７百万円（前期比2.8％増）、セグメント利益は１
億１千５百万円（前期比21.4％減）となりました。 
③欧州 

欧州経済は、財政問題による景気低迷の影響により、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷が続
いております。このような市場環境の中で、積極的な拡販に注力した結果、売上高は57億５千
万円（前期比5.5％減）、セグメント利益は１億８千７百万円（前期比11.7％増）となりまし
た。 
④アジア・オセアニア 

アジア・オセアニア経済は、穏やかな景気回復基調になりましたが、個人消費の本格回復ま
では至っていない状況です。このような状況の中、積極的な営業活動を行った結果、売上高は
86億７千８百万円（前期比6.2％増）、セグメント利益は８百万円（前期は２千２百万円のセ
グメント損失）となりました。 
 

（次期の見通し） 

震災後２ヶ月が経過し、発生直後のパニック状態は概ね解消されつつありますが、原発に絡む
風評被害や尾を引く自粛ムードも加わり、依然と消費マインドの低迷が続いており、フィッシン
グ・ゴルフ等いずれの国内販売においても少なからず影響を受けざるを得ない事態となっており
ます。一方、売上の２割強を占める海外販売では、引続き増収を目指しておりますが、次期にお
いても円高による目減りは避けられないものと見られます。 
この未曽有の厳しい市場環境と先行き不透明な情勢に鑑み、次期の見通しにつきましては未定

とさせていただきますが、当社グループの強みである「魅力ある新製品の開発」や「ユーザー密
着型の営業政策」等によって、市場の再生と活性化に 大限の注力を行ってまいります。また店
舗被災等、直接・間接に様々な被害を受けた小売事業につきましては、「関係子会社の整理・統
合」も視野に入れながら、経営と売り場の早期健全化を目指してまいります。更に、リーマン・
ショック直後より実施してきました「緊急危機対応としての原価改善や固定費の削減活動」につ
いても尚一層の強化を図り、販売面では「減収幅、前期比一桁以内」を、収支面では「黒字の堅
持」を旗印に、難局の打開にグループを挙げて対応してまいります。  
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 
当連結会計年度末の資産合計は504億６千９百万円と前連結会計年度末と比べ17億８千７百万

円減少しております。これは主に、現金及び預金が９億３千３百万円、受取手形及び売掛金が７
億４千８百万円減少したことによるものであります。 
負債合計は461億３千１百万円と前連結会計年度末と比べ８億４千７百万円減少しておりま

す。これは主に、長期借入金が８億７千２百万円、短期借入金が６億５千万円減少したことによ
るものであります。 
純資産合計は43億３千７百万円と前連結会計年度末と比べ９億４千万円減少しております。こ

れは主に、為替換算調整勘定が８億５千８百万円減少したことによるものであります。 
 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ９億３千３百万円減少
し、40億３千４百万円（前連結会計年度末は49億６千８百万円）となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、「(1)経営成績に関する分析」に記載のような経営
環境の下、営業費用の削減等によって前年並の税金等調整前当期純利益は確保しましたが、東
日本大震災の影響によるたな卸資産の増加等もあり、21億４千３百万円の収入（前連結会計年
度は44億１千９百万円の収入）となりました。 

（投資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・フローは、新製品生産用金型を中心とした設備投資等に絞り込

んだことから、９億３千５百万円の支出（前連結会計年度は20億６千７百万円の支出）となり
ました。 

（財務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・フローは、借入金を返済したこと等により、19億７千２百万円
の支出（前連結会計年度は32億３千万円の支出）となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 16.9 21.2 7.9 10.1 8.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
56.6 41.1 27.8 26.0 21.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 8.4 12.7 17.2 6.7 12.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.4 2.7 2.8 6.6 3.7

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 
（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 
（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 
（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としています。 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、創業50年の節目を、「第２の創業の出発点」と認識し、「地球を舞台に、スポーツの新

しい楽しみを創造し、自然と触れ合う歓びを世界中に広めたい」という想いを込め、平成21年10月

１日より社名を「グローブライド」と改めました。今後、新生グローブライド株式会社・グローブ

ライドグループは、人生の豊かな時間を提供する「ライフタイム・スポーツカンパニー」として自

然とスポーツを愛する世界中の人々に尽力してまいります。  

また、時代の変化に的確に対応し、社内外の経営資源を有効に活用することにより、各事業分野

で大きな強みを持つ企業として継続的な成長と安定した収益を実現できる経営体質の確立をめざし、

株主様をはじめとしたステークホルダーの方々にとっての満足度を高め、企業価値の向上を図って

まいります。  

(2) 目標とする経営指標 

当社は、本年３月11日に発生した「東日本大震災」による、想定外の市場環境に遭遇しており、

現在目標値等の見直しを検討中であります。今後震災や原発事故の影響等を見極めた上で、改めて

公表する考えであります。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、2005年度以降、縮小均衡から持続的成長へ大きく舵をきり、業容拡大に向けた

事業戦略を強力に推し進め、業績回復を図って参りました。しかしながら、金融危機による世界同

時不況が長く尾を引く中、更に今回の「東日本大震災」等が重なったことにより、未曾有の厳しい

経営環境に直面いたしております。当社としては既に着手済の「緊急危機対応としての守りの方策」

を更に強力に推進すると共に、「成長戦略を堅持する攻めの方策」との選択と集中を徹底し、業績

の回復を目指してまいります。 

 
（事業別戦略の概要） 

〔フィッシング事業〕 

当社の主力事業であり、世界No.１の地位を有しております。 

DAIWA（ダイワ）ブランドを中心に、世界４拠点別戦略の推進、新興国市場の開拓、および市

場深耕・新市場創出に向けた諸施策に取り組み、市場の活性化と圧倒的な世界No.１体制の構築

を図ります。 

〔ゴルフ事業〕 

ONOFF（オノフ）並びにFOURTEEN（フォーティーン）ブランドを中心に､高度に差別化された

ブランドマネジメントの徹底と、アジア市場での拡販、北米市場への再進出を図り､着実な成長

とブランド価値の向上をめざします｡ 

〔スポーツ事業〕 

スポーツビジネスの全体構想のもと､Prince(プリンス)ブランドのラケットスポーツ､

corratec(コラテック) ブランドを中心とするサイクルスポーツ等、各ブランドマネジメントの

最適化と日本市場に適合した商品・サービスの開発に取り組み、市場の活性化とブランド価値

の向上をめざします。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当社は、経営戦略の柱となる施策を以下のように設定いたしました。 

① 新生「グローブライド」としての原点 

1. お客様中心の経営 

当社グループに集う一人ひとりが、甘えや妥協、プロダクトアウト的発想に決別し、“お客

様の真のニーズにお応えする製商品とサービスを提供すること”を第一義とし、サプライチェ

ーンのあらゆるシーンで、「お客様の満足を中心に据えた経営」を実践します。 

2. “ライフタイム・スポーツカンパニー”としての社会貢献活動 

人と人、人と自然とのふれあいを大切にし、地球を舞台にスポーツを通して、人生に豊かな

時間を提供する企業グループとして、“共感共生の心を育むふれあいの場の提供”や“自然環

境の保全活動”に継続的に取り組みます。 

② 利益を生み出せる企業体質の再構築 

1. 既成概念の打破と事業構造の変革 

激しく変化する時代の要請に対応すべく、既成概念を打破し、既存の事業構造からの脱却を

図り、次世代を睨んだ新しい事業構造への変革をスピード感を持って断行することによって、

成長の源泉である「利益」を生み出せる企業体質を構築していきます。 

2. 真に魅力ある新製品の提供 

商品企画・開発・調達・生産・販売・プロモーション・アフターサービス等の事業機能の強

化と、有機的連携の徹底により、市場ニーズに則し且つ競合他社の製品を凌駕する、真に魅力

ある新製品を提供していきます。 

3. グループ・グローバル経営の再構築 

各事業・各会社の完全自立化を図り、全体 適の下、その総力を結集し、グローバル市場に

おいて、圧倒的なグループ力が発揮できる経営体制を確立し、グループ「利益」の 大化を目

指します。 

4. コーポレートブランドの再構築 

各ブランド・各事業が自己改革を行い、より“お客様”に認知され、信頼され、成長発展し

続けることにより、「グローブライド」の企業価値 大化を目指します。 
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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,983 4,049

受取手形及び売掛金 8,614 7,866

商品及び製品 12,159 12,562

仕掛品 1,336 1,389

原材料及び貯蔵品 1,277 1,339

繰延税金資産 694 584

その他 1,317 1,387

貸倒引当金 △404 △386

流動資産合計 29,978 28,793

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,168 10,022

減価償却累計額 △5,599 △5,691

建物及び構築物（純額） 4,568 4,331

機械装置及び運搬具 7,472 7,222

減価償却累計額 △5,039 △5,197

機械装置及び運搬具（純額） 2,432 2,025

土地 5,465 5,456

建設仮勘定 52 70

その他 10,840 11,003

減価償却累計額 △9,503 △9,785

その他（純額） 1,336 1,217

有形固定資産合計 13,856 13,100

無形固定資産   

のれん 2,304 2,108

その他 416 637

無形固定資産合計 2,721 2,745

投資その他の資産   

投資有価証券 2,817 3,151

繰延税金資産 327 258

その他 2,614 2,479

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,700 5,830

固定資産合計 22,277 21,675

資産合計 52,256 50,469
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,494 6,837

短期借入金 14,284 13,634

1年内償還予定の社債 340 240

未払金 1,851 2,423

未払法人税等 311 395

売上割戻引当金 34 35

返品調整引当金 180 180

ポイント引当金 206 240

賞与引当金 454 452

その他 1,091 829

流動負債合計 25,248 25,267

固定負債   

社債 780 540

長期借入金 14,161 13,289

再評価に係る繰延税金負債 1,182 1,182

退職給付引当金 5,007 5,114

役員退職慰労引当金 138 158

その他 459 579

固定負債合計 21,729 20,863

負債合計 46,978 46,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 6,294 3,903

自己株式 △3,093 △834

株主資本合計 7,384 7,253

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 278 229

繰延ヘッジ損益 △141 △43

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △3,080 △3,938

その他の包括利益累計額合計 △2,106 △2,915

純資産合計 5,277 4,337

負債純資産合計 52,256 50,469
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 62,318 59,878

売上原価 39,013 36,968

売上総利益 23,304 22,909

販売費及び一般管理費 20,975 20,666

営業利益 2,329 2,243

営業外収益   

受取利息 14 10

受取配当金 54 59

不動産賃貸料 220 176

その他 386 460

営業外収益合計 674 706

営業外費用   

支払利息 653 572

売上割引 597 548

為替差損 421 575

その他 349 332

営業外費用合計 2,022 2,028

経常利益 981 921

特別利益   

貸倒引当金戻入額 21 34

固定資産売却益 6 －

投資有価証券売却益 5 53

その他 6 10

特別利益合計 39 97

特別損失   

減損損失 27 －

投資有価証券評価損 194 61

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 90

災害による損失 － 139

その他 45 34

特別損失合計 267 326

税金等調整前当期純利益 754 692

法人税、住民税及び事業税 347 345

法人税等調整額 94 132

法人税等合計 441 477

少数株主損益調整前当期純利益 － 215

少数株主利益 18 －

当期純利益 294 215
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 215

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △48

繰延ヘッジ損益 － 98

為替換算調整勘定 － △858

その他の包括利益合計 － △808

包括利益 － △592

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △592

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,184 4,184

当期末残高 4,184 4,184

利益剰余金   

前期末残高 6,314 6,294

当期変動額   

剰余金の配当 △288 △345

連結範囲の変動 △23 －

当期純利益 294 215

自己株式の処分 △2 △0

自己株式の消却 － △2,261

当期変動額合計 △19 △2,391

当期末残高 6,294 3,903

自己株式   

前期末残高 △3,084 △3,093

当期変動額   

自己株式の取得 △18 △2

自己株式の処分 9 0

自己株式の消却 － 2,261

当期変動額合計 △8 2,259

当期末残高 △3,093 △834

株主資本合計   

前期末残高 7,413 7,384

当期変動額   

剰余金の配当 △288 △345

連結範囲の変動 △23 －

当期純利益 294 215

自己株式の取得 △18 △2

自己株式の処分 6 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △28 △131

当期末残高 7,384 7,253

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △75 278

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 353 △48

当期変動額合計 353 △48

当期末残高 278 229
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △247 △141

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 106 98

当期変動額合計 106 98

当期末残高 △141 △43

土地再評価差額金   

前期末残高 836 836

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 836 836

為替換算調整勘定   

前期末残高 △3,476 △3,080

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 396 △858

当期変動額合計 396 △858

当期末残高 △3,080 △3,938

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △2,962 △2,106

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 855 △808

当期変動額合計 855 △808

当期末残高 △2,106 △2,915

少数株主持分   

前期末残高 218 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △218 －

当期変動額合計 △218 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 4,668 5,277

当期変動額   

剰余金の配当 △288 △345

連結範囲の変動 △23 －

当期純利益 294 215

自己株式の取得 △18 △2

自己株式の処分 6 0

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 637 △808

当期変動額合計 609 △940

当期末残高 5,277 4,337
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 754 692

減価償却費 1,722 1,567

減損損失 27 12

のれん償却額 188 195

ポイント引当金の増減額（△は減少） 92 33

返品調整引当金の増減額（△は減少） 70 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50 14

売上割戻引当金の増減額（△は減少） △45 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △39 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70 127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △64 20

受取利息及び受取配当金 △68 △69

支払利息 653 572

為替差損益（△は益） △2 0

有形固定資産売却損益（△は益） △4 4

有形固定資産除却損 43 15

売上債権の増減額（△は増加） 907 321

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,190 △1,096

その他の流動資産の増減額（△は増加） 449 △206

仕入債務の増減額（△は減少） △1,511 508

未払金の増減額（△は減少） △241 △77

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23 △65

預り保証金の増減額（△は減少） △17 △27

その他の営業外損益（△は益） △220 △219

投資有価証券売却損益（△は益） 3 △52

投資有価証券評価損益（△は益） 194 61

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 90

災害損失 － 139

その他 138 112

小計 5,217 2,678

利息及び配当金の受取額 68 69

利息の支払額 △669 △579

法人税等の還付額 31 79

法人税等の支払額 △468 △285

その他の収入 239 180

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,419 2,143
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △34 △14

定期預金の払戻による収入 39 34

有価証券の取得による支出 △450 △300

有価証券の売却による収入 450 313

有形固定資産の取得による支出 △1,401 △1,002

有形固定資産の売却による収入 28 11

無形固定資産の取得による支出 △374 △224

子会社株式の取得による支出 △300 －

投資有価証券の取得による支出 △4 △41

投資有価証券の売却による収入 68 288

貸付けによる支出 △58 △21

貸付金の回収による収入 13 27

その他 △41 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,067 △935

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 65,015 47,456

短期借入金の返済による支出 △66,942 △47,764

長期借入れによる収入 6,100 6,430

長期借入金の返済による支出 △7,128 △7,395

社債の発行による収入 900 －

社債の償還による支出 △750 △340

少数株主への払戻による支出 △98 －

自己株式の取得による支出 △18 △2

自己株式の売却による収入 6 0

配当金の支払額 △286 △343

その他 △28 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,230 △1,972

現金及び現金同等物に係る換算差額 125 △168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △752 △933

現金及び現金同等物の期首残高 5,549 4,968

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 170 －

現金及び現金同等物の期末残高 4,968 4,034
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 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 

（会計処理の変更） 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

（資産除去債務に関する会計基準） 
当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）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が６百万円、経常利益が８百万円、税金等調整前当期純利益が93百万
円それぞれ減少しております。 

 
（表示方法の変更） 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

（連結損益計算書） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ
き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主
損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 
前連結会計年度まで区分掲記していた「固定資産売却益」（当連結会計年度８百万円）は、当連結会計年度に

おいて金額が僅少となったため、「その他」に含めて表示しております。 
前連結会計年度まで区分掲記していた「減損損失」（当連結会計年度12百万円）は、当連結会計年度において

金額が僅少となったため、「その他」に含めて表示しております。 

 
（追加情報） 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適
用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の
金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

 

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結包括利益計算書関係） 
当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 
 
※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 
少数株主に係る包括利益 

1,150百万円
18百万円

計 1,169百万円
 
※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 
繰延ヘッジ損益 
為替換算調整勘定 

353百万円
106百万円
396百万円

計 855百万円

 

（セグメント情報等） 
【事業の種類別セグメント情報】 
前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「スポーツ

用品関連事業」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。 
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【所在地別セグメント情報】 
前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

西欧 

(百万円)

その他 
の地域 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益           

  売上高           

  (1)外部顧客に 
対する売上高 

50,831 3,480 6,085 1,920 62,318 － 62,318

  (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,034 47 2 6,252 7,338 (7,338) －

計 51,866 3,527 6,088 8,173 69,656 (7,338) 62,318

  営業費用 48,119 3,381 5,920 8,196 65,616 (5,628) 59,988

  営業利益又は 
営業損失（△） 

3,747 146 167 △22 4,039 (1,709) 2,329

Ⅱ 資産 48,043 2,232 3,726 7,174 61,177 (8,920) 52,256

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1) 北米……アメリカ 
(2) 西欧……イギリス、ドイツ、フランス 
(3) その他の地域……オーストラリア、タイ、中国、ベトナム 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,613百万円であり、その主
なものは、提出会社本社の総務部、経理部、コーポレートコミュニケーション室等の管理部門に係る費
用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、8,032百万円であり、その主なものは、提
出会社本社の総務部、経理部、コーポレートコミュニケーション室等の管理部門に係る資産であります。 

 
【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
 北米 西欧 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,464 5,846 4,538 13,850

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 62,318

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

5.6 9.4 7.3 22.2

(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は次のとおりであります。 

(1) 北米……アメリカ、カナダ 
(2) 西欧……イギリス、ドイツ、フランス 
(3) その他の地域……オーストラリア、台湾、韓国、タイ 

 
【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ
ているものであります。 
当社グループは、主に釣用品、ゴルフ用品及びラケットスポーツ用品等を生産・販売しており、国内

においては当社及び連結子会社が、海外においては各地域をそれぞれ独立した現地法人が担当してお
り、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 
したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別セグメントから構成されており、

「日本」、「米州」、「欧州」及び「アジア・オセアニア」の４つを報告セグメントとしております。 
 
２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は

市場実勢価格に基づいております。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

合計 
日本 米州 欧州 

アジア・ 
オセアニア 

売上高  
  外部顧客への売上高 50,831 3,480 6,085 1,920 62,318
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

1,034 47 2 6,252 7,338

計 51,866 3,527 6,088 8,173 69,656
セグメント利益 3,747 146 167 △22 4,039
セグメント資産 48,043 2,232 3,726 7,174 61,177
その他の項目  
  減価償却費 1,010 9 56 503 1,580
  のれんの償却額 172 － － 15 188
  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

1,181 4 65 534 1,786

 
当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

計 
日本 米州 欧州 

アジア・ 
オセアニア 

売上高  
  外部顧客への売上高 48,509 3,574 5,747 2,046 59,878
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

1,310 53 2 6,631 7,997

計 49,820 3,627 5,750 8,678 67,876
セグメント利益 3,472 115 187 8 3,783
セグメント資産 46,765 2,321 3,285 7,052 59,424
その他の項目  
  減価償却費 904 13 56 472 1,447
  のれんの償却額 180 － － 15 195
  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

656 75 58 358 1,148

 
４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する
事項） 

（単位：百万円） 
売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 69,656 67,876
セグメント間取引消去 △7,338 △7,997
連結財務諸表の売上高 62,318 59,878
  

（単位：百万円） 
利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 4,039 3,783
セグメント間消去及び全社費用（注） △1,709 △1,539
連結財務諸表の営業利益 2,329 2,243
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 
（単位：百万円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 
報告セグメント計 61,177 59,424
セグメント間資産の消去 △16,952 △16,444
全社資産（注） 8,032 7,488
連結財務諸表の資産合計 52,256 50,469
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。 

 
（単位：百万円） 

その他の項目 
報告セグメント計 調整額 

連結財務諸表 
計上額 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

減価償却費 1,580 1,447 73 67 1,653 1,514
のれんの償却額 188 195 － － 188 195
有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

1,786 1,148 38 220 1,824 1,369
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（追加情報） 
当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20
号 平成20年３月21日）を適用しております。 
 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 45円83銭 

１株当たり当期純利益金額 2円56銭 

１株当たり純資産額 37円68銭 

１株当たり当期純利益金額 1円87銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成23年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 5,277百万円 4,337百万円

普通株式に係る純資産額 5,277百万円 4,337百万円

普通株式の発行済株式数 133,174,723株 120,000,000株

普通株式の自己株式数 18,021,797株 4,865,068株

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数 

115,152,926株 115,134,932株

 
２ １株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 294百万円 215百万円

普通株式に係る当期純利益 294百万円 215百万円

普通株主に帰属しない金額の主な内訳 －百万円 －百万円

普通株式の期中平均株式数 115,195,800株 115,144,838株

 
（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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。 

 
（開示の省略） 
リース取引、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、資産除去債務、賃

貸等不動産については、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。 
また、関連当事者情報、ストックオプション等、企業結合等については、該当事項がないため開示

を省略しております。 
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