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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 50,644 11.9 2,437 △23.5 2,056 △26.2 1,118 △45.3

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

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,732百万円 （20.8％） 25年3月期第3四半期 2,261百万円 （72.3％）

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

26年3月期第3四半期 9.73 ―

25年3月期第3四半期 17.77 ―

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

26年3月期第3四半期 57,386 11,763 20.5 102.30
25年3月期 52,917 9,120 17.2 79.44

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 11,763百万円 25年3月期 9,120百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ― 0.00 ―

26年3月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 62,500 5.1 2,300 △16.2 1,550 △36.6 2,000 0.4 17.39
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(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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名）
トンガン・ダイワ・スポーティンググッズ・
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

②①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） 26年3月期3Q 120,000,000 株 25年3月期 120,000,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期3Q 5,013,979 株 25年3月期 5,189,258 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 114,981,631 株 25年3月期3Q 115,019,070 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 
当第３四半期連結累計期間における国内経済は、円安・株高を背景として輸出産業を中心に景況感の改善が広

がり、個人消費が増加するなど景気は回復傾向にあります。一方海外では、米国で雇用情勢が好転するなど、緩
やかな回復基調にありますが、欧州では一部持ち直しが見られるものの依然回復感は乏しく、アジア地域におい
ても中国における倹約令による消費の冷え込みや、アセアン地域の成長率の低下により減速傾向にあります。 

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、国内及びアジア地域等の一部で回復傾向が見られ
るものの、米州・欧州では天候不順の影響もあり、依然足取りの重い状態が続いております。 

このような市場環境の中で、当社グループは、当社独自のテクノロジーを活かした新製品の投入や地域に密着
した製品開発への注力など、積極的に拡販政策を実施した結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は506億４千
４百万円（前年同期比11.9％増）と増収になりました。一方利益面では、大幅な円安の進行による輸入コストの
上昇や拡販政策の一貫として積極的な販売促進活動等を行ったことにより、営業利益は24億３千７百万円（前年
同期比23.5％減）、経常利益は20億５千６百万円（前年同期比26.2％減）、四半期純利益は11億１千８百万円（前
年同期比45.3％減）となりました。 

 
(2)  財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、新規連結子会社の追加やたな卸資産の増加等により前連結会
計年度末に比べ44億６千８百万円増加し、573億８千６百万円（前連結会計年度末は529億１千７百万円）となり
ました。 

純資産は、四半期純利益を計上したこと及び円安により為替換算調整勘定が増加したこと等により、前連結会
計年度末に比べ26億４千３百万円増加し、117億６千３百万円（前連結会計年度末は91億２千万円）となりました。 

 
(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15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２四半期連結会計期間において、トンガン・ダイワ・スポーティンググッズ・リミテッドが事業を開始した

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,801 5,004

受取手形及び売掛金 8,921 7,290

商品及び製品 14,144 17,316

仕掛品 1,238 1,560

原材料及び貯蔵品 1,532 1,932

その他 1,656 2,292

貸倒引当金 △259 △280

流動資産合計 32,035 35,115

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,462 5,474

その他（純額） 7,186 8,122

有形固定資産合計 12,648 13,597

無形固定資産   

のれん 1,716 1,569

その他 876 949

無形固定資産合計 2,593 2,519

投資その他の資産   

投資有価証券 3,324 3,826

その他 2,377 2,387

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,640 6,154

固定資産合計 20,881 22,270

資産合計 52,917 57,386
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,196 9,592

短期借入金 15,106 12,697

未払法人税等 740 136

売上割戻引当金 86 409

返品調整引当金 220 124

ポイント引当金 249 232

賞与引当金 485 223

役員賞与引当金 16 12

その他 2,922 3,811

流動負債合計 27,025 27,239

固定負債   

社債 90 －

長期借入金 9,334 10,549

退職給付引当金 5,421 5,564

役員退職慰労引当金 55 3

その他 1,870 2,265

固定負債合計 16,771 18,382

負債合計 43,797 45,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 6,873 7,883

自己株式 △867 △848

株主資本合計 10,189 11,218

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,285 1,685

繰延ヘッジ損益 5 33

土地再評価差額金 983 983

為替換算調整勘定 △3,344 △2,157

その他の包括利益累計額合計 △1,068 544

純資産合計 9,120 11,763

負債純資産合計 52,917 57,386
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 45,268 50,644

売上原価 26,743 31,395

売上総利益 18,524 19,249

販売費及び一般管理費 15,337 16,811

営業利益 3,186 2,437

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 61 47

不動産賃貸料 89 96

為替差益 25 141

その他 285 223

営業外収益合計 472 520

営業外費用   

支払利息 310 278

売上割引 436 517

その他 124 105

営業外費用合計 872 901

経常利益 2,786 2,056

特別利益   

固定資産売却益 0 3

投資有価証券売却益 － 330

特別利益合計 0 333

特別損失   

減損損失 － 294

投資有価証券評価損 31 －

その他 9 8

特別損失合計 40 302

税金等調整前四半期純利益 2,745 2,086

法人税、住民税及び事業税 701 968

少数株主損益調整前四半期純利益 2,044 1,118

四半期純利益 2,044 1,118
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,044 1,118

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 257 399

繰延ヘッジ損益 △0 27

為替換算調整勘定 △39 1,186

その他の包括利益合計 217 1,613

四半期包括利益 2,261 2,732

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,261 2,732

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(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25年４月１日 至 平成25年12月31日） 
該当事項はありません。 
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