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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 29,756 △8.8 2,428 △2.3 2,034 14.8 1,776 26.3
23年3月期第2四半期 32,609 △1.8 2,486 5.3 1,772 13.6 1,405 7.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,805百万円 （166.1％） 23年3月期第2四半期 678百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 15.43 ―
23年3月期第2四半期 12.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 48,393 6,017 12.4
23年3月期 50,469 4,337 8.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,017百万円 23年3月期  4,337百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 55,500 △7.3 2,200 △1.9 1,200 30.2 880 308.3 7.65



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件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、四半期
決算短信【添付資料】P.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 1社 （社名） アジア ダイワ(ホンコン)Co.,リミテッド 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 120,000,000 株 23年3月期 120,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 4,973,810 株 23年3月期 4,865,068 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 115,088,144 株 23年3月期2Q 115,149,774 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間における国内外の経済は、新興国においては引き続き堅調に推移しまし

たが、ユーロ圏のソブリン・リスクに伴なう世界的な金融不安がくすぶり続けると共に、米国経済も
高い失業率や個人消費の減少により景気回復のペースが鈍化しております。国内においては、東日本
大震災と原発事故の影響から徐々に立ち直りつつありますが、円高の更なる進行や株式市場の低迷等、
先行きに対する不透明感が強まっております。 
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、一時期の混乱状態は解消されたものの、

消費マインドの冷え込み等、引続き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、当社グループは被災エリアにおける小売店舗の早期復旧を図ると共

に、魅力ある新製品の投入やマーケティング力の強化に注力してまいりましたが、当第２四半期連結
累計期間においては、震災や原発事故の影響を拭いきれず、連結売上高は297億５千６百万円（前年
同期比8.8％減）となりました。利益面では、製造コストの低減や固定費の引下げ等の体質強化策を
強力に推進したことが奏功し、減収による粗利減の大半を吸収し、営業利益は概ね前年並の24億２千
８百万円（前年同期比2.3％減）を確保いたしました。また、経常利益は金融コストの改善や為替差
損の減少等により、20億３千４百万円（前年同期比14.8％増）となりました。更に、特別損失や税金
費用が減少したこともあり、四半期純利益は17億７千６百万円（前年同期比26.3％増）となりまし
た。 

 
(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権やたな卸資産の減少等により前連結会計
年度末に比べ20億７千５百万円減少し、483億９千３百万円（前連結会計年度末は504億６千９百万円）
となりました。 
純資産は、主に四半期純利益を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ16億８千万円増加し、

60億１千７百万円（前連結会計年度末は43億３千７百万円）となりました。 
 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年８月８日に公表いたしました通期の連結

業績予想を修正いたしております。修正の内容及び修正の理由につきましては、本日別途公表してお
ります「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
当第２四半期連結会計期間において、アジア ダイワ（ホンコン）Co.,リミテッドが営業を開始し

たことにより、同社を連結の範囲に加えております。 
 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
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。 
 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
該当事項はありません。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,049 4,272

受取手形及び売掛金 7,866 7,337

商品及び製品 12,562 12,345

仕掛品 1,389 1,116

原材料及び貯蔵品 1,339 1,329

その他 1,972 1,759

貸倒引当金 △386 △411

流動資産合計 28,793 27,749

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,456 5,453

その他（純額） 7,644 7,550

有形固定資産合計 13,100 13,003

無形固定資産   

のれん 2,108 2,010

その他 637 704

無形固定資産合計 2,745 2,714

投資その他の資産   

投資有価証券 3,151 2,326

その他 2,738 2,659

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,830 4,925

固定資産合計 21,675 20,644

資産合計 50,469 48,393
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,837 6,944

短期借入金 13,634 11,677

未払法人税等 395 263

売上割戻引当金 35 163

返品調整引当金 180 129

ポイント引当金 240 240

賞与引当金 452 475

その他 3,492 2,661

流動負債合計 25,267 22,556

固定負債   

社債 540 420

長期借入金 13,289 12,300

退職給付引当金 5,114 5,169

役員退職慰労引当金 158 166

その他 1,761 1,762

固定負債合計 20,863 19,819

負債合計 46,131 42,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 3,903 5,564

自己株式 △834 △843

株主資本合計 7,253 8,904

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 229 174

繰延ヘッジ損益 △43 △76

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △3,938 △3,821

その他の包括利益累計額合計 △2,915 △2,886

純資産合計 4,337 6,017

負債純資産合計 50,469 48,393
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 32,609 29,756

売上原価 19,731 17,812

売上総利益 12,878 11,943

販売費及び一般管理費 10,392 9,515

営業利益 2,486 2,428

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 48 44

不動産賃貸料 91 73

その他 228 201

営業外収益合計 372 323

営業外費用   

支払利息 300 270

売上割引 303 281

為替差損 372 87

その他 109 76

営業外費用合計 1,086 717

経常利益 1,772 2,034

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 －

固定資産売却益 8 1

特別利益合計 15 1

特別損失   

減損損失 11 －

投資有価証券評価損 50 59

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 － 38

その他 4 7

特別損失合計 156 105

税金等調整前四半期純利益 1,631 1,931

法人税、住民税及び事業税 225 154

少数株主損益調整前四半期純利益 1,405 1,776

四半期純利益 1,405 1,776
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,405 1,776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △205 △54

繰延ヘッジ損益 △21 △33

為替換算調整勘定 △499 117

その他の包括利益合計 △727 28

四半期包括利益 678 1,805

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 678 1,805

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 
該当事項はありません。 
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