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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 45,268 4.6 3,186 19.2 2,786 32.2 2,044 19.1
24年3月期第3四半期 43,264 △6.6 2,673 4.9 2,107 40.7 1,715 36.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,261百万円 （72.3％） 24年3月期第3四半期 1,312百万円 （127.2％）

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

25年3月期第3四半期 17.77 ―
24年3月期第3四半期 14.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 48,199 7,582 15.7
24年3月期 47,846 5,684 11.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,582百万円 24年3月期  5,684百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 2.50 2.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 59,500 3.0 2,700 2.9 2,000 3.0 1,200 △17.7 10.43



(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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） ダイワ・コリア・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） 25年3月期3Q 120,000,000 株 24年3月期 120,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 4,984,769 株 24年3月期 4,977,190 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 115,019,070 株 24年3月期3Q 115,069,524 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３四半期連結累計期間における国内外の経済は、欧米財政問題の長期化や中国等の新興国の成長鈍化によ

り世界経済の景気減速が鮮明となり、先行きが不透明なまま推移しました。国内においては、東日本大震災と福
島原発事故の影響による景気の停滞感は弱まり、また円高や株安の進行にようやく歯止めがかかったものの、依
然として楽観できない状況にあります。 

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、消費マインドの回復までには至っておらず、引き
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、魅力ある新製品の投入や市場活性化政策等のマーケティング力の

強化に注力してまいりました結果、当第３四半期連結累計期間においては、連結売上高は452億６千８百万円（前
年同期比4.6％増）と増収になりました。利益面では、製造コストの改善等により、営業利益は31億８千６百万円
（前年同期比19.2％増）、経常利益は27億８千６百万円（前年同期比32.2％増）と増益になりました。また、四半
期純利益も税金費用が増加したものの、20億４千４百万円（前年同期比19.1％増）と増益になりました。 

 

(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、たな卸資産の増加等により前連結会計年度末に比べ３億５千

２百万円増加し、481億９千９百万円（前連結会計年度末は478億４千６百万円）となりました。 
純資産は、四半期純利益を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ18億９千７百万円増加し、75億８

千２百万円（前連結会計年度末は56億８千４百万円）となりました。 
 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 
平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月7日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。 
 

２．サマリー情報（注記事項）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 
第１四半期連結会計期間より、重要性が増したダイワ・コリア・Co.,リミテッド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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,183 3,855

受取手形及び売掛金 8,464 5,791

商品及び製品 12,025 14,720

仕掛品 1,090 1,174

原材料及び貯蔵品 1,418 1,354

その他 1,814 2,024

貸倒引当金 △395 △435

流動資産合計 27,602 28,484

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,445 5,447

その他（純額） 7,107 6,909

有形固定資産合計 12,552 12,357

無形固定資産   

のれん 1,912 1,765

その他 767 815

無形固定資産合計 2,679 2,580

投資その他の資産   

投資有価証券 2,573 2,416

その他 2,497 2,420

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,011 4,776

固定資産合計 20,243 19,715

資産合計 47,846 48,199
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,968 8,133

短期借入金 12,912 12,730

未払法人税等 204 231

売上割戻引当金 101 254

返品調整引当金 200 72

ポイント引当金 247 252

賞与引当金 461 174

役員賞与引当金 15 11

その他 2,782 3,493

流動負債合計 23,892 25,353

固定負債   

社債 300 180

長期借入金 10,989 7,933

退職給付引当金 5,237 5,417

役員退職慰労引当金 177 3

その他 1,564 1,730

固定負債合計 18,269 15,264

負債合計 42,162 40,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 5,244 6,926

自己株式 △843 △844

株主資本合計 8,585 10,265

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 379 636

繰延ヘッジ損益 15 14

土地再評価差額金 983 983

為替換算調整勘定 △4,278 △4,318

その他の包括利益累計額合計 △2,901 △2,683

純資産合計 5,684 7,582

負債純資産合計 47,846 48,199
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 43,264 45,268

売上原価 26,106 26,743

売上総利益 17,157 18,524

販売費及び一般管理費 14,483 15,337

営業利益 2,673 3,186

営業外収益   

受取利息 6 10

受取配当金 56 61

不動産賃貸料 108 89

その他 285 310

営業外収益合計 457 472

営業外費用   

支払利息 389 310

売上割引 417 436

為替差損 103 －

その他 113 124

営業外費用合計 1,023 872

経常利益 2,107 2,786

特別利益   

固定資産売却益 3 0

特別利益合計 3 0

特別損失   

投資有価証券評価損 75 31

災害による損失 38 －

その他 7 9

特別損失合計 121 40

税金等調整前四半期純利益 1,989 2,745

法人税、住民税及び事業税 273 701

少数株主損益調整前四半期純利益 1,715 2,044

四半期純利益 1,715 2,044
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,715 2,044

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △145 257

繰延ヘッジ損益 9 △0

土地再評価差額金 146 －

為替換算調整勘定 △413 △39

その他の包括利益合計 △402 217

四半期包括利益 1,312 2,261

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,312 2,261

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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 
該当事項はありません。 
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