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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12月31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9月期第1四半期 1,619 △15.2 17 △91.3 23 △86.6 0 △99.8
23年9月期第1四半期 1,908 0.1 204 △10.6 178 △25.6 118 △56.5

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 △43百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 99百万円 （―％）

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9月期第1四半期 0.02 ―
23年9月期第1四半期 11.16 ―

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

24年9月期第1四半期 7,165 2,660 37.1 250.41
23年9月期 7,052 2,703 38.3 254.47
（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  2,660百万円 23年9月期  2,703百万円

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   

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年9月期 ―
24年9月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,300 △0.8 86 △25.6 20 △74.0 12 △67.8 1.13
通期 7,130 3.7 375 5.6 210 △33.8 124 190.0 11.67



(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。 

4.  その他

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9月期1Q 10,625,000 株 23年9月期 10,625,000 株
② 期末自己株式数 24年9月期1Q 254 株 23年9月期 254 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 10,624,746 株 23年9月期1Q 10,624,860 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災後の一時的な消費低迷から脱し、回復の兆しが

みられる一方で、欧州の財政危機による世界経済への懸念や株価の低迷及び円高の長期化など、景気の先行きは依

然不透明な状態が続いております。 

 当社グループが属するスポーツ・レジャー用品及び健康食品業界においては、消費者の節約志向が強く表れ、市

場の低迷が続いた結果、流通在庫の過剰化が進み低価格競争が激化するなど、厳しい経営環境下にあります。 

 このような状況の下、当社グループは、2012年春に予定している新商品の発売を控え、プロモーション活動に力

を入れると共に、現行商品の販売促進と適正な流通在庫の維持に取り組んでまいりました。 

 また、新商品発売を前にした一時的な売上の減少に対し、コストダウンを強化し、利益の確保に努めました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高16億１千９百万円（前年同四半期比15.2％減）、営業

利益は1千７百万円（前年同四半期比91.3％減）、経常利益は２千３百万円（前年同四半期比86.6％減）、四半期

純利益は０百万円（前年同四半期比99.8％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１四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１億１千３百万円増加し、71億６千５

百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が２億２千７百万円減少したものの、現金及び預金が４億４

千５百万円増加したことなどによるものであります。  

 負債は前連結会計年度末に比べ１億５千６百万円増加し、45億５百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が１億６千７百万円増加したことなど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４千３百万円減少し、26億６千万円となりました。これは主に為替換算調整勘

定が４千９百万円減少したことなど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 

 平成23年11月11日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

（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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 653,165 1,098,721

受取手形及び売掛金 2,082,120 1,855,077

商品及び製品 793,453 781,671

仕掛品 61,649 66,400

原材料及び貯蔵品 863,651 837,571

繰延税金資産 308,188 287,399

その他 301,214 112,733

貸倒引当金 △116,013 △114,069

流動資産合計 4,947,429 4,925,505

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 262,595 264,427

土地 764,786 764,786

その他（純額） 115,368 105,092

有形固定資産合計 1,142,750 1,134,306

無形固定資産 22,089 20,335

投資その他の資産   

投資有価証券 698,289 659,907

繰延税金資産 141,378 148,187

その他 167,317 346,808

貸倒引当金 △66,883 △69,425

投資その他の資産合計 940,101 1,085,477

固定資産合計 2,104,941 2,240,119

資産合計 7,052,370 7,165,625
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 935,721 1,103,510

短期借入金 1,448,235 1,512,620

リース債務 4,031 4,031

未払法人税等 19,607 6,179

賞与引当金 19,126 742

返品調整引当金 43,622 41,366

その他 329,529 343,397

流動負債合計 2,799,873 3,011,848

固定負債   

長期借入金 1,401,605 1,358,450

製品保証引当金 27,672 25,201

リース債務 7,726 6,718

資産除去債務 8,736 8,747

その他 103,082 94,093

固定負債合計 1,548,823 1,493,211

負債合計 4,348,696 4,505,059

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 1,328,924 1,329,165

自己株式 △140 △140

株主資本合計 2,987,421 2,987,663

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △144,554 △137,962

為替換算調整勘定 △139,193 △189,136

その他の包括利益累計額合計 △283,747 △327,098

純資産合計 2,703,673 2,660,565

負債純資産合計 7,052,370 7,165,625
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,908,644 1,619,406

売上原価 1,022,498 970,290

売上総利益 886,145 649,115

販売費及び一般管理費 681,563 631,249

営業利益 204,582 17,865

営業外収益   

受取利息 2,256 2,248

為替差益 － 4,012

負ののれん償却額 8,989 8,989

持分法による投資利益 16,691 13,179

その他 3,465 14,918

営業外収益合計 31,402 43,348

営業外費用   

支払利息 40,017 33,432

為替差損 10,225 －

その他 7,312 3,837

営業外費用合計 57,555 37,269

経常利益 178,429 23,944

特別利益   

賞与引当金戻入額 34,843 －

その他 117 －

特別利益合計 34,960 －

特別損失   

固定資産除却損 939 1,966

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 －

貸倒引当金繰入額 3,000 5,040

その他 － 170

特別損失合計 21,251 7,177

税金等調整前四半期純利益 192,138 16,767

法人税、住民税及び事業税 2,888 2,544

法人税等調整額 70,616 13,980

法人税等合計 73,505 16,525

少数株主損益調整前四半期純利益 118,633 241

四半期純利益 118,633 241
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 118,633 241

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 △25,095 6,591

為替換算調整勘定 5,930 △49,942

その他の包括利益合計 △19,164 △43,350

四半期包括利益 99,468 △43,108

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 99,468 △43,108

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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