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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 19,882 △0.7 △43 ― 8 ― △164 ―
23年3月期第2四半期 20,014 △1.1 △400 ― △372 ― △296 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △141百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △330百万円 （―％）

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 △8.40 ―
23年3月期第2四半期 △14.92 ―

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 19,276 7,632 39.6
23年3月期 19,659 7,774 39.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,632百万円 23年3月期  7,774百万円

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  ：  無  
平成24年3月期の配当予想につきましては、未定であります。 

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
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） 
（％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  ：  無   

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 39,500 3.3 80 ― 140 ― 65 ― 3.32



(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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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、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
財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、実際の実績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 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 20,102,000 株 23年3月期 20,102,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 498,612 株 23年3月期 497,086 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,604,139 株 23年3月期2Q 19,859,891 株
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（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わが国経済は、東日本大震災の影響による景気の落ち込みから徐々に回復が

見られたものの、急激な円高の進行や欧州の債務問題、米国の景気減速なども相まって、個人消費を含めた景気の

先行きは依然として不透明な状況が続いております。  

 このような状況の中で当社グループは、①ＩＴ技術を駆使して効率化を推進するとともに、量から質へ、売上指

向から利益指向への転換を進め、高付加価値低コスト経営の会社に変革すること、②自社品を拡充し、メーカーポ

ジションを確立すること、③効率的・機能的流通業態「ＦＩＭＡ（流通統合管理機構）」を確立することを基本方

針とし、業績向上に努めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は19,882百万円（前年同四半期比0.7％減）、営業損失は43百万円

（前年同四半期は営業損失400百万円）、経常利益は８百万円（前年同四半期は経常損失372百万円）、四半期純損

失は164百万円（前年同四半期は四半期純損失296百万円）となりました。 

  

 部門別の業績は、次のとおりであります。 

（卸売部門） 

 卸売部門は、個人消費は持ち直しつつあるとはいえ、デフレ環境下での販売競争はより一層激化し、まだまだ厳

しい状況が続いております。このような状況の中で、「外商・スクール」及び「アスレ」マーケットにおいては、

野球・ソフト用品、サッカー用品、テニス・バドミントン用品は低調に推移したものの、バスケットボール用品

は、「コンバース」ブランドの昇華プリントゲームウェアが引き続き消費者に支持を得て堅調に推移し、ランニン

グブームによりスポーツシューズの販売も引き続き好調に推移いたしました。「ライフスタイル」マーケットは、

フットウェアは前期に比べ市場が回復したこともあり堅調に推移したものの、スポーツアパレル・アウトドア用品

は苦戦を強いられ、低調に推移いたしました。「ボディケア」マーケットは、消費者の健康志向は引き続き高いも

のの、競合商品とのより一層の販売競争激化により、低調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は18,369百万円（前年同四半期比1.0％減）となりました。 

  

（製造部門） 

 製造部門は、商品企画、開発力、品質管理を強化し、メーカーポジションの確立に努めましたが、野球・ソフト

用品は、軟式層の減少が続くなか、少子化や個人消費低迷の影響により、卸売部門と同様に苦戦を強いられまし

た。一方、バスケットボール用品は、「コンバース」ブランドの昇華プリントゲームウェアや機能ソックスが市場

で引き続き好評価を得たことにより、堅調に推移いたしました。健康関連用品は、「コンプレッション」アンダー

ウェアの「4ＤＭ」が競合商品との競争激化の中、販売促進強化に努めましたが、低調に推移いたしました。しか

しながら、野球専用の「加圧」トレーニングウェアは、販売促進強化により堅調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は377百万円（前年同四半期比12.6％増）となりました。  

  

（小売部門） 

 小売部門は、個人消費の緩やかな持ち直しにより、消費マインドは改善しつつあるものの、デフレ環境下でのよ

り一層の販売競争激化の影響を受け、アウトドア用品・アパレル・フットウェアは苦戦を強いられ、低調に推移い

たしました。  

 この結果、売上高は456百万円（前年同四半期比9.1％減）となりました。  

  

（その他）  

 物流部門は、小口多頻度出荷や流通加工増加によりコストアップするなか、作業効率の改善に努めるとともに、

外部の受託業務を拡大したことにより、堅調に推移いたしました。スポーツ施設運営部門は、販売促進活動の強化

や新サービスの提供などにより、堅調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は678百万円（前年同四半期比9.9％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況）  

①資産  

 当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ383百万円減少し、19,276百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が249百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が212百万円、商品及び製品

が267百万円減少したこと等によるものであります。 

②負債  

 当第２四半期連結累計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ241百万円減少し、11,643百万円となり

ました。これは主に支払手形及び買掛金が418百万円増加したものの、短期借入金166百万円及びその他流動負債

382百万円減少したこと等によるものであります。 

③純資産  

 当第２四半期連結累計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ141百万円減少し、7,632百万円となりまし

た。これは主に四半期純損失の計上により利益剰余金が164百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により616

百万円獲得し、投資活動により18百万円使用し、財務活動により350百万円使用した結果、当第２四半期連結累

計期間における残高は、2,815百万円となり、前連結会計年度末に比べ249百万円増加しました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果獲得した資金は、616百万円(前年同四半期比648百万円減)となりました。これは主に、売上債

権の減少212百万円、たな卸資産の減少247百万円及び仕入債務の増加418百万円があったこと等によるものであ

ります。  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、18百万円(前年同四半期比６百万円減)となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出17百万円があったこと等によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、350百万円(前年同四半期比129百万円増)となりました。これは主に、短期借

入金純減少額100百万円、長期借入金の返済による支出224百万円があったこと等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 

連結業績予想につきましては、平成23年８月９日に公表いたしました数値から変更はございません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（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。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 2,565 2,815

受取手形及び売掛金 7,931 7,719

商品及び製品 2,940 2,672

仕掛品 66 66

原材料及び貯蔵品 64 84

繰延税金資産 252 140

その他 171 159

貸倒引当金 △16 △21

流動資産合計 13,975 13,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,230 4,230

減価償却累計額 △2,784 △2,831

建物及び構築物（純額） 1,445 1,398

土地 2,443 2,443

その他 1,244 1,266

減価償却累計額 △969 △1,014

その他（純額） 274 251

有形固定資産合計 4,164 4,093

無形固定資産   

その他 54 51

無形固定資産合計 54 51

投資その他の資産   

投資有価証券 689 727

長期貸付金 53 51

敷金 356 339

繰延税金資産 8 8

その他 462 473

貸倒引当金 △105 △106

投資その他の資産合計 1,465 1,493

固定資産合計 5,684 5,639

資産合計 19,659 19,276
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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 7,526 7,944

短期借入金 1,207 1,040

未払法人税等 17 17

未払消費税等 17 75

賞与引当金 259 241

その他 859 477

流動負債合計 9,887 9,796

固定負債   

長期借入金 363 206

繰延税金負債 120 134

退職給付引当金 312 313

長期未払金 325 323

その他 876 869

固定負債合計 1,998 1,846

負債合計 11,885 11,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,005 1,005

資本剰余金 2,968 2,968

利益剰余金 3,698 3,533

自己株式 △70 △70

株主資本合計 7,601 7,436

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 176 197

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △3 △1

その他の包括利益累計額合計 172 195

少数株主持分 － －

純資産合計 7,774 7,632

負債純資産合計 19,659 19,276
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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 20,014 19,882

売上原価 15,518 15,722

売上総利益 4,495 4,159

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 405 383

運賃及び荷造費 336 325

賃借料 217 191

役員報酬及び給料手当 1,521 1,445

貸倒引当金繰入額 20 5

賞与引当金繰入額 270 228

減価償却費 89 89

その他 2,034 1,534

販売費及び一般管理費合計 4,896 4,202

営業損失（△） △400 △43

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 12 11

受取賃貸料 10 10

業務受託料 10 8

その他 30 47

営業外収益合計 65 79

営業外費用   

支払利息 10 7

売上割引 18 18

その他 6 1

営業外費用合計 36 26

経常利益又は経常損失（△） △372 8

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

投資有価証券評価損 57 －

リース解約損 23 －

品質保証対応損失 － 50

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9 －

特別損失合計 90 50

税金等調整前四半期純損失（△） △457 △41

法人税、住民税及び事業税 12 10

法人税等調整額 △174 112

法人税等合計 △161 123

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △296 △164

少数株主損失（△） － －

四半期純損失（△） △296 △164
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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損失（△） △296 △164

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 21

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 0 2

その他の包括利益合計 △34 23

四半期包括利益 △330 △141

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △330 △141

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △457 △41

減価償却費 97 96

有形固定資産売却損益（△は益） △2 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △22 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 0

受取利息及び受取配当金 △13 △12

支払利息 10 7

売上債権の増減額（△は増加） 1,152 212

たな卸資産の増減額（△は増加） △131 247

仕入債務の増減額（△は減少） 470 418

未払消費税等の増減額（△は減少） 25 57

その他 52 △176

小計 1,263 797

利息及び配当金の受取額 13 12

利息の支払額 △10 △7

事業構造改善費用の支払額 － △184

法人税等の支払額 △0 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,265 616

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △24 △17

有形固定資産の売却による収入 3 －

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

長期貸付金の回収による収入 3 9

長期貸付けによる支出 △4 △7

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △24 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100 △100

長期借入金の返済による支出 △220 △224

配当金の支払額 △78 △0

その他 △20 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △220 △350

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,020 249

現金及び現金同等物の期首残高 2,102 2,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,122 2,815
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 該当事項はありません。   

  

 当社グループは、スポーツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

  

 該当事項はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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