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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 16,956 △22.4 △261 ― △218 ― △219 ―

2020年3月期第2四半期 21,841 3.4 391 18.2 435 9.8 343 14.4

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　139百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△352百万円 （―％）

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

2021年3月期第2四半期 △11.22 ―

2020年3月期第2四半期 17.55 ―

(2) 連結財政状態

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

2021年3月期第2四半期 21,632 9,537 44.1 487.22

2020年3月期 21,280 9,456 44.4 483.09

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 9,537百万円 2020年3月期 9,456百万円

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年3月期の配当予想については、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

今期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。

合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示する予定です。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期2Q 20,102,000 株 2020年3月期 20,102,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 526,954 株 2020年3月期 526,954 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 19,575,046 株 2020年3月期2Q 19,574,996 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、社会・経済活

動が制限され厳しい環境で推移しました。徐々に経済活動の再開が進むなか、一部に景気の持ち直しの動きが見ら

れるものの、今後における国内外での感染症拡大や長期化の懸念により、依然として先行きは極めて不透明な状況

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、「成長戦略」として①自社品事業の強化、②アスレチックビジネスの深

化、③ライフスタイルビジネスの進化、④主力ブランドの再強化、⑤ＥＣ市場での多面的対応、⑥新事業・新商

品、特に新規販路・新サービスの開発とチャレンジに取組み、「構造改革」として①利益率の向上、②経営の生産

性の向上、③物流改革に取組みました。また、「体質強化」として①人財と組織の活性化、②グループの一体化に

取組みました。この方針のもとグループ一丸となり、企業価値向上並びに業績向上に努めました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は16,956百万円(前年同期比22.4％減)、営業損失は261百万円(前

年同期は営業利益391百万円)、経常損失は218百万円(前年同期は経常利益435百万円)、親会社株主に帰属する四半

期純損失は219百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益343百万円）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、「アスレチックス」マーケットは、一部のスポーツイベントや部活動が再開されつつありますが、

第１四半期会計期間における営業活動自粛等の影響が大きく、総じて苦戦しました。その中でも、コロナ禍対応商

品については堅調に推移し、また、ＹｏｕＴｕｂｅ「ＺＥＴＴ　ＢＡＳＥＢＡＬＬチャンネル」を開設し、新商品

の紹介やキャンペーンの案内などリアルタイムな情報を発信する等、ゼットファン拡大に努めました。「ライフス

タイル」マーケットも同様に総じて苦戦を強いられましたが、巣籠もり消費関連商品は堅調に推移しました。「ボ

ディケア」マーケットは、外出自粛等の影響により苦戦しました。また、指定管理事業は、前期に引き続き堅調に

推移しました。

　この結果、売上高は16,227百万円（前年同期比22.3％減）となりました。

 　　（製造部門）

　製造部門は、収益力の高い企業体質を構築し、企業価値向上に努めました。野球・ソフトボール用品と、「コン

バース」のバスケットボール用品は、部活動や各種スポーツイベントは再開されつつあるものの、第１四半期会計

期間における外出自粛等の影響が大きく総じて苦戦しました。その中で、野球・ソフトボール用品は、熱中症対策

の一環として８月に開催の「2020年甲子園高校野球交流試合」で使用されたホワイトカラースパイクが高評価を得

ました。

　この結果、売上高は100百万円（前年同期比40.1％減）となりました。

   　（小売部門）

  小売部門は、登山用品ＥＣサイト「ＰＲＥＭＩＵＭ ＳＨＯＰ」はインターネット販売購入者の増加が続いてお

り、オフィシャルサイトをリニューアルしたこともあり、堅調に推移しております。店頭販売は、緊急事態宣言に

伴い約１ヶ月間休業したことにより苦戦しました。

　この結果、売上高は187百万円（前年同期比20.4％減）となりました。

   　（その他部門）

　スポーツ施設運営部門は、緊急事態宣言に伴い約２ヶ月間休業した影響が大きく、休業期間中の休会者の復帰に

努めましたが、苦戦しました。物流部門において、全国的な経済活動の制限に伴い外部受託業務の取扱い量が減少

したことにより、低調に推移しました。

　この結果、売上高は440百万円（前年同期比18.7％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は16,414百万円となり、前連結会計年度末に比べ195百万円減少

いたしました。これは主に現金及び預金が632百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が493百万円、商品及び

製品が250百万円減少したことによるものであります。固定資産は5,217百万円となり、前連結会計年度末に比べ

546百万円増加いたしました。これは主に投資有価証券が539百万円増加したことによるものであります。

　この結果、総資産は21,632百万円となり、前連結会計年度末に比べ351百万円増加いたしました。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は9,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ502百万円減少い

たしました。これは主に短期借入金が156百万円増加したものの、電子記録債務が691百万円減少したことにありま

す。固定負債は2,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ773百万円増加いたしました。これは主に長期借入金

が635百万円増加したことによるものであります。

　この結果、負債合計は12,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ270百万円増加いたしました。

（純資産）

　当第２四半期連結会計年度末における純資産合計は9,537百万円となり、前連結会計年度末に比べ80百万円増加

いたしました。これは主に利益剰余金が278百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が372百万円増加し

たことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は44.1％（前連結会計年度末は44.4％）となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ632百万円増加し、3,809百万円となりました。

　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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、使用した資金は６百万円（前年同期は1,020百万円獲得）となりました。これは主に、売上債

権の減少454百万円があったものの、仕入債務の減少563百万円、税金等調整前当期純損失218百万円があったこと

等によるものであります。

（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72百万円（前年同期比45百万円減）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63百万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、獲得した資金は714百万円（前年同期比は188百万円使用）となりました。これは主に、長期借

入金の返済による支出107百万円、配当金の支払額57百万円があったものの、長期借入れによる収入が900百万円が

あったこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な算出が困難なため未定としております。今後、合理的な

連結業績予想の算出が可能となった時点で速やかに開示致します。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,476 4,109

受取手形及び売掛金 8,008 7,514

電子記録債権 815 854

商品及び製品 3,858 3,607

仕掛品 53 68

原材料及び貯蔵品 119 157

その他 361 175

貸倒引当金 △84 △73

流動資産合計 16,609 16,414

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,890 2,807

減価償却累計額 △2,183 △2,071

建物及び構築物（純額） 707 736

土地 1,228 1,228

その他 921 853

減価償却累計額 △741 △670

その他（純額） 180 182

有形固定資産合計 2,115 2,147

無形固定資産

その他 118 112

無形固定資産合計 118 112

投資その他の資産

投資有価証券 1,802 2,342

長期貸付金 13 15

敷金 220 210

その他 473 464

貸倒引当金 △73 △73

投資その他の資産合計 2,436 2,958

固定資産合計 4,671 5,217

資産合計 21,280 21,632

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,575 5,702

電子記録債務 3,305 2,614

短期借入金 81 238

未払法人税等 16 40

未払消費税等 68 195

賞与引当金 214 199

返品調整引当金 50 45

その他 925 697

流動負債合計 10,237 9,734

固定負債

長期借入金 － 635

繰延税金負債 294 430

退職給付に係る負債 335 345

長期未払金 11 11

その他 945 937

固定負債合計 1,587 2,360

負債合計 11,824 12,094

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 4,587 4,308

自己株式 △74 △74

株主資本合計 8,486 8,208

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 966 1,338

繰延ヘッジ損益 9 △2

為替換算調整勘定 8 5

退職給付に係る調整累計額 △14 △12

その他の包括利益累計額合計 969 1,329

純資産合計 9,456 9,537

負債純資産合計 21,280 21,632
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 （単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 21,841 16,956

売上原価 17,559 13,836

売上総利益 4,282 3,119

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 265 197

運賃及び荷造費 430 371

賃借料 136 153

役員報酬及び給料手当 1,350 1,300

貸倒引当金繰入額 13 △10

賞与引当金繰入額 325 184

減価償却費 63 66

その他 1,305 1,115

販売費及び一般管理費合計 3,890 3,380

営業利益又は営業損失（△） 391 △261

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 28 11

受取賃貸料 11 5

業務受託料 5 5

助成金収入 － 28

その他 17 12

営業外収益合計 63 64

営業外費用

支払利息 0 1

売上割引 18 15

その他 0 4

営業外費用合計 19 21

経常利益又は経常損失（△） 435 △218

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
435 △218

法人税、住民税及び事業税 74 17

法人税等調整額 17 △16

法人税等合計 92 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 343 △219

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
343 △219

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 343 △219

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △687 372

繰延ヘッジ損益 △7 △11

為替換算調整勘定 △3 △3

退職給付に係る調整額 1 2

その他の包括利益合計 △696 359

四半期包括利益 △352 139

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △352 139

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020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利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
435 △218

減価償却費 66 69

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 126 △14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5 9

受取利息及び受取配当金 △29 △11

支払利息 0 1

売上債権の増減額（△は増加） 826 454

たな卸資産の増減額（△は増加） 12 196

仕入債務の増減額（△は減少） △169 △563

未払消費税等の増減額（△は減少） △18 127

その他 △153 △61

小計 1,115 △21

利息及び配当金の受取額 29 11

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △123 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,020 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300 △300

定期預金の払戻による収入 300 300

有形固定資産の取得による支出 △42 △63

無形固定資産の取得による支出 △28 △14

投資有価証券の取得による支出 △12 △3

長期貸付金の回収による収入 1 1

その他 △36 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △117 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 900

長期借入金の返済による支出 △69 △107

配当金の支払額 △96 △57

その他 △22 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △188 714

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 711 632

現金及び現金同等物の期首残高 3,685 3,176

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,397 3,809

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。
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