
  

１．平成23年９月期第３四半期の連結業績（平成22年10月１日～平成23年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

当社は定款において９月30日を期末配当基準日、３月31日を中間配当基準日と定めておりますが、現時点で期末配当基準

日における配当予想額は未定であります。  

  

３．平成23年９月期の連結業績予想（平成22年10月１日～平成23年９月30日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年９月期第３四半期  4,852  △13.4  130  △68.7  73  △83.1  22  △95.8

22年９月期第３四半期  5,604  41.0  417  －  433  －  549  －

  
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 

23年９月期第３四半期  2  16  －  －

22年９月期第３四半期  51  73  －  －

  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９月期第３四半期  7,107  2,706  38.1  254  76

22年９月期  7,783  2,682  34.5  252  48

（参考）自己資本 23年９月期第３四半期 2,706百万円 22年９月期 2,682百万円

  
年間配当金

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 

22年９月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

23年９月期  －  －  0 00 － －

23年９月期（予想） －       －      

  （％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 
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  6,708  △9.0  216  △64.2  84  △85.8  50  △93.1  4  71



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中であります。  

  

※  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。   

  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年９月期３Ｑ 10,625,000株 22年９月期 10,625,000株

②  期末自己株式数 23年９月期３Ｑ 254株 22年９月期 100株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年９月期３Ｑ 10,624,792株 22年９月期３Ｑ 10,624,900株
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（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わが国経済は、堅調な外需と政府・日銀による各種政策効果などを背景に、

企業収益は緩やかな回復基調にありました。しかし一方で、急激な円高による輸出環境の悪化や、雇用環境および

所得水準が低迷するなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

更に、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災と福島第一原発の事故は、日本経済に深刻な影響をもたら

しており、当社グループはレジャー・スポーツ等への自粛ムードの広がりによる消費の落ち込みで、厳しい市場環

境に直面しております。 

このような状況のもと当社グループは、震災による影響の少なかった地域に営業力をシフトし、新商品のキャン

ペーンや試打会等の販促活動に力を入れるとともに、海外への積極的な営業活動を展開し、国内市場の低迷に対応

してまいりました。 

 これにより、輸出関連の売上が順調に推移しました。また国内市場についても回復の兆しは見られてきました

が、まだ本格的な回復には至っておらず、小売店での在庫調整の影響もあり、売上は総じて低調なものとなりまし

た。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高48億５千２百万円（前年同期比13.4％減）、営業利益

は１億３千万円（同68.7％減）、経常利益は７千３百万円（同83.1％減）、四半期純利益は２千２百万円（同

95.8％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３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ６億７千５百万円減少し、71億７百万

円となりました。これは主に現金及び預金の減少２億６千９百万円、受取手形及び売掛金の減少１億９千８百万

円、たな卸資産の減少１億６千万円及び繰延税金資産の減少４千４百万円等によるものであります。  

 負債は前連結会計年度末に比べ６億９千９百万円減少し、44億円となりました。これは主に短期及び長期借入金

の減少５億７千９百万円、支払手形及び買掛金の減少６千９百万円等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ２千４百万円増加し、27億６百万円となりました。これは主に四半期純利益の

計上によるものであります。  

  

（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23年４月28日公表いたしました業績予想から変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が1,598千円、税金等調整前四半期純利益が9,675

千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は8,701千円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 628,388 897,664

受取手形及び売掛金 1,757,883 1,956,462

商品及び製品 952,862 912,695

仕掛品 95,160 59,509

原材料及び貯蔵品 902,054 1,138,469

繰延税金資産 157,868 381,676

その他 310,882 335,524

貸倒引当金 △116,359 △100,946

流動資産合計 4,688,741 5,581,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 269,055 277,865

土地 764,786 764,786

その他（純額） 118,522 89,834

有形固定資産合計 1,152,363 1,132,486

無形固定資産 23,400 26,094

投資その他の資産   

投資有価証券 822,808 799,838

繰延税金資産 332,152 152,903

その他 154,820 154,563

貸倒引当金 △66,676 △63,805

投資その他の資産合計 1,243,105 1,043,500

固定資産合計 2,418,870 2,202,081

資産合計 7,107,611 7,783,137
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 912,229 981,830

短期借入金 1,678,235 2,142,620

リース債務 4,031 4,031

未払法人税等 12,863 20,138

賞与引当金 4,334 34,843

返品調整引当金 43,551 67,047

訴訟損失引当金 6,239 －

その他 305,063 274,681

流動負債合計 2,966,546 3,525,192

固定負債   

長期借入金 1,274,760 1,389,840

製品保証引当金 29,725 33,486

リース債務 8,734 11,757

資産除去債務 8,724 －

その他 112,311 140,199

固定負債合計 1,434,256 1,575,284

負債合計 4,400,803 5,100,476

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,046,500 1,046,500

資本剰余金 612,137 612,137

利益剰余金 1,309,104 1,286,166

自己株式 △140 △105

株主資本合計 2,967,602 2,944,698

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,933 16,384

繰延ヘッジ損益 △127,727 △126,225

為替換算調整勘定 △139,000 △152,197

評価・換算差額等合計 △260,794 △262,038

純資産合計 2,706,808 2,682,660

負債純資産合計 7,107,611 7,783,137
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,604,364 4,852,545

売上原価 3,252,210 2,787,433

売上総利益 2,352,153 2,065,112

販売費及び一般管理費 1,934,197 1,934,134

営業利益 417,955 130,977

営業外収益   

受取利息 75,213 6,735

負ののれん償却額 26,968 26,968

持分法による投資利益 63,183 69,095

その他 21,058 22,310

営業外収益合計 186,423 125,109

営業外費用   

支払利息 131,004 111,701

為替差損 12,990 29,599

投資有価証券評価損 － 24,467

その他 26,926 17,093

営業外費用合計 170,921 182,862

経常利益 433,458 73,224

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,840 －

賞与引当金戻入額 － 34,843

その他 － 208

特別利益合計 8,840 35,051

特別損失   

固定資産除却損 1,456 3,148

減損損失 － 9,234

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,077

訴訟損失引当金繰入額 － 6,239

その他 － 5,314

特別損失合計 1,456 32,014

税金等調整前四半期純利益 440,842 76,261

法人税、住民税及び事業税 7,965 8,764

過年度法人税等戻入額 △5,395 －

法人税等調整額 △111,435 44,559

法人税等合計 △108,864 53,323

少数株主損益調整前四半期純利益 － 22,937

四半期純利益 549,707 22,937
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 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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