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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 17,094 7.5 1,201 △20.9 1,062 △20.1 520 △51.3

25年3月期第1四半期 15,896 9.3 1,519 20.2 1,329 22.3 1,068 12.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,254百万円 （△15.0％） 25年3月期第1四半期 1,476百万円 （21.1％）

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1四半期 4.53 ―

25年3月期第1四半期 9.29 ―

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1四半期 54,942 10,288 18.7 89.46
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1四半期  10,288百万円 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 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、四半期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) 32,600 3.1 2,300 △21.1 1,800 △31.1 900 △51.7 7.83
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）  ：  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  ：  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 ―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） 26年3月期1Q 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1Q 4,992,031 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1Q 114,959,271 株 25年3月期1Q 115,022,522 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１四半期連結累計期間における国内外の経済は、米国において底堅さが見られ始めたものの、欧州におけ

る財政問題の長期化や中国等の新興国の成長鈍化等により、世界経済全体として先行きが不透明な状況が続いて
おります。国内においては、金融緩和等の景気回復政策への期待感から、円安や株高等を背景に景況感が改善し
つつありますが、実体経済は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、成長路線への復帰をより確かなものとするために、魅力ある新製

品の投入や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１四半期連結累計期間においては、連結売
上高は170億９千４百万円（前年同期比7.5％増）と増収になりました。一方利益面では、円安の進行による輸入コ
ストの上昇や売上増大を図るための積極的な販売促進活動を行ったこと等により、営業利益は12億１百万円（前年
同期比20.9％減）、経常利益は10億６千２百万円（前年同期比20.1％減）となりました。また四半期純利益につき
ましても、税金費用が増加したため、５億２千万円（前年同期比51.3％減）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 
当第１四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20億２千４百万円増加し、549億４千２百万円（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11億６千７百万円増加し、102億８千８百万円（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 
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 
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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,801 4,560

受取手形及び売掛金 8,921 8,463

商品及び製品 14,144 16,040

仕掛品 1,238 1,183

原材料及び貯蔵品 1,532 1,580

その他 1,656 2,118

貸倒引当金 △259 △270

流動資産合計 32,035 33,676

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,462 5,479

その他（純額） 7,186 7,546

有形固定資産合計 12,648 13,025

無形固定資産   

のれん 1,716 1,667

その他 876 1,087

無形固定資産合計 2,593 2,755

投資その他の資産   

投資有価証券 3,324 3,250

その他 2,377 2,294

貸倒引当金 △60 △59

投資その他の資産合計 5,640 5,484

固定資産合計 20,881 21,265

資産合計 52,917 54,942
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,196 9,144

短期借入金 15,106 13,882

未払法人税等 740 93

売上割戻引当金 86 164

返品調整引当金 220 205

ポイント引当金 249 237

賞与引当金 485 200

役員賞与引当金 16 4

その他 2,922 3,529

流動負債合計 27,025 27,462

固定負債   

社債 90 90

長期借入金 9,334 9,866

退職給付引当金 5,421 5,478

役員退職慰労引当金 55 3

その他 1,870 1,753

固定負債合計 16,771 17,191

負債合計 43,797 44,653

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 6,873 7,285

自己株式 △867 △845

株主資本合計 10,189 10,623

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 1,256

繰延ヘッジ損益 5 7

土地再評価差額金 983 983

為替換算調整勘定 △3,344 △2,583

その他の包括利益累計額合計 △1,068 △335

純資産合計 9,120 10,288

負債純資産合計 52,917 54,942
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 15,896 17,094

売上原価 9,273 10,393

売上総利益 6,623 6,700

販売費及び一般管理費 5,103 5,498

営業利益 1,519 1,201

営業外収益   

受取利息 1 3

受取配当金 22 28

不動産賃貸料 30 29

為替差益 － 53

その他 100 59

営業外収益合計 155 173

営業外費用   

支払利息 116 102

売上割引 173 193

為替差損 28 －

その他 27 16

営業外費用合計 345 313

経常利益 1,329 1,062

特別利益   

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

固定資産除却損 － 1

減損損失 － 1

その他 0 0

特別損失合計 0 2

税金等調整前四半期純利益 1,329 1,061

法人税、住民税及び事業税 260 540

少数株主損益調整前四半期純利益 1,068 520

四半期純利益 1,068 520
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,068 520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48 △29

繰延ヘッジ損益 △15 1

為替換算調整勘定 471 760

その他の包括利益合計 407 733

四半期包括利益 1,476 1,254

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,476 1,254

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１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

該当事項はありません。 
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