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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 14,794 △3.1 △597 ─ △587 ─ △257 ─

22年3月期第1四半期 15,262 △9.9 △265 ― △164 ― △178 ―

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

23年3月期第1四半期 △3.41 ─

22年3月期第1四半期 △2.37 ─

 (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

23年3月期第1四半期 58,961 39,649 67.2 525.57

22年3月期 60,898 40,595 66.2 534.68

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 39,620百万円 22年3月期 40,307百万円

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

 22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

 23年3月期 ―

 23年3月期(予想) 0.00 ― 7.00 7.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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)

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) 37,500 1.5 1,700 1.9 1,900 8.9 1,000 △4.4 13.26

通期 78,000 2.6 3,700 19.8 3,800 15.7 2,200 19.2 29.18

001545
スタンプ



 

 
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

    成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

※四半期レビュ－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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

※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。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）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (     ―      )  除外  ―社 (     ―      )

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 76,924,176株 22年3月期 76,924,176株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 1,538,752株 22年3月期 1,537,417株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 75,385,991株 22年3月期1Ｑ 75,391,647株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、新興国経済の回復を受け景況感が改善するものの欧米の
金融財政不安から世界経済の先行きには不透明感が広がり、個人消費の回復にはいたらない状況で推移
しました。 
当スポーツ業界におきましては、引き続き消費者の買い控えによる厳しい状況となりました。 

このような状況の中、国内での販売につきましては個人消費の低迷の影響を受け低調に推移しました
が、海外での販売につきましてはアジアを中心に好調に推移しました。 
 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は14,794百万円（前年同四半期比3.1％減）とな
り、営業損失は597百万円、経常損失は587百万円、四半期純損失は257百万円となりました。 

  

取扱商品の品目別売上高の状況は次のとおりであります。 
(アスレチックウェア及びその関連商品) 

国内においては、「アンブロ」が順調に推移しましたが、「ルコックスポルティフ」「アリーナ」
が消費低迷の影響を受け減収となりました。海外においては「デサント」「ルコックスポルティフ」
「アリーナ」が好調に推移しました。結果、売上高は前年同四半期比0.1％増の8,723百万円となりま
した。 

(ゴルフウェア及びその関連商品) 
国内においては、消費低迷の影響を受けて「マンシングウェア」が大幅な減収となりました。海外

においては、「ルコックスポルティフゴルフ」が韓国や中国で好調に推移しましたが、「マンシング
ウェア」は苦戦を強いられました。結果、売上高は前年同四半期比8.9％減の5,710百万円となりまし
た。 

(アウトドアウェア及びその関連商品) 
国内においては、消費低迷の影響を受けながらも、スキーブランドの「デサント」が順調に推移し

ました。なお、海外での当四半期の販売は僅少であります。結果、売上高は前年同四半期比29.9％増
の360百万円となりました。 

  

報告セグメントの業績は次のとおりであります。 
(日本) 

個人消費の低迷が続く中、アウトドアウェアは好調に推移しましたが、アスレチックウェアおよび
ゴルフウェアではその影響を大きく受けました。結果、売上高は前年同四半期比12.2％減の10,558百
万円、セグメント損失は467百万円となりました。 

(アジア) 
アスレチックウェアは韓国、香港、中国が、ゴルフウェアは韓国、中国が概ね順調に推移しました

が、売上拡大に伴い経費が増加しました。結果、売上高は前年同四半期比30.5％増の4,219百万円、
セグメント利益は前年同四半期比67.8％減の40百万円となりました。 

(北米) 
北米ではスキーウェアを中心とした事業を行っております。当期間の売上高は16百万円、セグメン

ト損失は87百万円となりました。 

  

（資産、負債、純資産の状況に関する分析）  
当第１四半期連結会計期間末の資産合計は58,961百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,936百万

円減少しました。 
 流動資産は前連結会計年度末に比べ1,849百万円減少し、42,939百万円となりました。これは受取手
形及び売掛金の減少3,001百万円、現金及び預金の減少1,641百万円、商品及び製品の増加2,080百万円
が主なものです。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べ86百万円減少し、16,022百万円となりました。 
負債合計は、19,312百万円となり、前連結会計年度末に比べ990百万円減少しました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,191百万円減少し、17,205百万円となりました。これは支払
手形及び買掛金の減少274百万円、未払法人税等の減少721百万円、賞与引当金の減少281百万円、短期
借入金の増加250百万円が主なものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べ200百万円増加し、2,106百万円となりました。 
純資産合計は39,649百万円となりました。株主資本合計は40,473百万円となりました。少数株主持

分は29百万円となりました。 
以上より、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.0％増の67.2％

となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況に関する分析）  
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第１四半期連結累計期

間に比べ519百万円減少し、13,058百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、非資金項目としての減価償却費299百万円、売上債権の減少

3,057百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純損失633百万円の計上に加え、たな卸資産の
増加1,978百万円、仕入債務の減少341百万円、法人税等の支払額757百万円などがあり、1,065百万円
の支出超過（前第１四半期連結累計期間は、1,599百万円の支出超過）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得、百貨店等における売場資産等の取得な

どにより、426百万円の支出超過（前第１四半期連結累計期間は、134百万円の支出超過）となりまし
た。 
財務活動によるキャッシュ・フロ－は、短期借入金の増加250百万円、配当金の支払527百万円など

により、297百万円の支出超過（前第1四半期連結累計期間は、55百万円の支出超過）となりました。 

  

当社グループを取り巻く環境はさらに厳しい状況で推移するものと見込まれます。  
 このような状況のなかで、当社は引き続き企業体質の強化による収益力向上と企業価値の向上に努
めてまいりたいと存じます。  
連結業績予想につきましては、概ね当初予想の範囲内で推移しており、現時点においては、平成22

年５月12日に公表しました業績予想から変更はありません。  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法   
 当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

② たな卸資産の評価方法  
  当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プラニングを利用する方法によっております。 

④ 税金費用の計算 
一部の連結子会社について、税金費用は、当第1四半期連結会計期間を含む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しております。 
 なお、当該連結子会社の法人税等は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21
号 平成20年３月31日）を適用しております。これにより、営業損失、経常損失がそれぞれ1百万
円増加し、税金等調整前四半期純損失が66百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開
始による資産除去債務の変動額は79百万円であります。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日)及
び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号
平成20年12月26日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,416 15,057

受取手形及び売掛金 13,493 16,494

商品及び製品 13,266 11,185

仕掛品 140 128

原材料及び貯蔵品 381 393

その他 2,264 1,555

貸倒引当金 △22 △27

流動資産合計 42,939 44,789

固定資産

有形固定資産 8,940 8,940

無形固定資産 789 791

投資その他の資産

その他 6,555 6,622

貸倒引当金 △263 △245

投資その他の資産合計 6,291 6,376

固定資産合計 16,022 16,108

資産合計 58,961 60,898

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,625 12,899

短期借入金 450 200

未払法人税等 259 981

賞与引当金 489 770

返品調整引当金 540 451

その他 2,841 3,093

流動負債合計 17,205 18,396

固定負債

退職給付引当金 775 730

役員退職慰労引当金 4 4

その他 1,326 1,170

固定負債合計 2,106 1,905

負債合計 19,312 20,302
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,846 3,846

資本剰余金 25,184 25,184

利益剰余金 12,088 12,872

自己株式 △645 △644

株主資本合計 40,473 41,259

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △323 △154

繰延ヘッジ損益 25 △6

為替換算調整勘定 △555 △789

評価・換算差額等合計 △853 △951

少数株主持分 29 287

純資産合計 39,649 40,595

負債純資産合計 58,961 60,898
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 15,262 14,794

売上原価 8,255 7,694

売上総利益 7,006 7,099

返品調整引当金繰入額 62 89

差引売上総利益 6,944 7,010

販売費及び一般管理費 7,210 7,608

営業損失（△） △265 △597

営業外収益

受取利息 33 19

受取配当金 19 19

為替差益 29 －

受取補償金 － 44

その他 29 81

営業外収益合計 111 164

営業外費用

支払利息 3 2

売上割引 3 －

固定資産除却損 3 －

為替差損 － 132

その他 0 18

営業外費用合計 10 154

経常損失（△） △164 △587

特別利益

固定資産売却益 － 4

負ののれん発生益 － 165

特別利益合計 － 170

特別損失

本社移転費用 － 152

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65

特別損失合計 － 217

税金等調整前四半期純損失（△） △164 △633

法人税、住民税及び事業税 154 143

法人税等調整額 △145 △524

法人税等合計 8 △381

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △252

少数株主利益 5 4

四半期純損失（△） △178 △257
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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損失（△） △164 △633

減価償却費 230 299

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △259 △281

返品調整引当金の増減額（△は減少） 62 89

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51 44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 0

受取利息及び受取配当金 △52 △38

支払利息 3 2

売上債権の増減額（△は増加） 2,331 3,057

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,300 △1,978

仕入債務の増減額（△は減少） △922 △341

その他 △371 △626

小計 △1,402 △397

利息及び配当金の受取額 52 38

持分法適用会社からの配当金の受取額 79 53

利息の支払額 △3 △2

法人税等の支払額 △325 △757

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,599 △1,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 257 215

定期預金の預入による支出 △254 △298

有形固定資産の取得による支出 △106 △94

無形固定資産の取得による支出 △17 △74

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

子会社株式の取得による支出 － △97

その他 △11 △74

投資活動によるキャッシュ・フロー △134 △426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 480 250

配当金の支払額 △527 △527

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △6 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △55 △297

現金及び現金同等物に係る換算差額 67 65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,722 △1,724

現金及び現金同等物の期首残高 15,300 14,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,578 13,058
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該当事項はありません。 

  

（事業の種類別セグメント情報） 

  ＜前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）＞ 

  当社及び連結子会社の事業は、スポーツウェア及びその関連商品の製造・販売に関する単一 

  の事業セグメントであるため、該当事項はありません。    

  

（所在地別セグメント情報） 

  ＜前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）＞ 
  

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  日本以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア・・・・韓国、中国、香港等 

②北 米・・・・米国、カナダ 

  

（海外売上高） 

＜前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)＞ 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  各区分に属する主な国又は地域 

 ①アジア・・・・・・韓国、香港、中国等 

 ②北 米・・・・・・米国、カナダ 

 ③その他の地域・・・ノルウェー、ロシア、オーストリア等 

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

    売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

12,021 3,233 7 15,262 ― 15,262

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

281
6
 

― 287 (287) ―

計 12,302 3,239 7 15,549 (287) 15,262

営業利益又は営業損失（△） △274 125 △144 △292 27 △265

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 3,560 9 9 3,579

Ⅱ  連結売上高(百万円) 15,262

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

23.3 0.1 0.1 23.5

㈱デサント（8114）平成23年３月期　第１四半期決算短信

－ 9 －



(セグメント情報) 

   １．報告セグメントの概要 

      当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が 

    入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的検 

    討を行う対象となっているものであります。 

         当社グループは、会社所在地の地域ごとに各ブランドの包括的な戦略を立案し事業活動を 

    展開しております。したがって、当社グループは、会社所在地の地域別セグメントから構成 

    されており、「日本」、「アジア」及び「北米」の３つを報告セグメントとしております。  

  

  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

 当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

                                            （単位：百万円） 

 
(注) セグメント利益又は損失の調整額△83百万円には、セグメント間取引消去5百万円、棚卸資産の調整額△88百万円

を含んでおります。 

  

（追加情報）                                          

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 調整額

日本 アジア 北米 計 （注） 合計

 売上高

 外部顧客への売上高
10,558 4,219 16 14,794 - 14,794

  セグメント間の内部売上  
 高又は振替高

104       0         -         104 △104  -

計 10,662 4,219 16 14,899 △104 14,794

セグメント利益又は損失 △467 40 △87 △514 △83 △597

(6) 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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                            （単位：百万円、％）

 
(注) 当第１四半期連結累計期間より、区分を変更しております。前第１四半期連結累計期間の金 

    額・構成比につきましては、当第１四半期連結累計期間の区分に対応する区分の金額・構成比に 

     変更しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)  

                                     （単位：百万円） 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  各区分に属する主な国又は地域 

  ①アジア・・・・・・韓国、香港、中国等 

  ②北 米・・・・・・米国、カナダ 

  ③その他の地域・・・ロシア、スイス、ノルウェー等 

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

4. 補足情報

(1) 販売実績

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 増減

平成２２年３月期第１四半期 平成２３年３月期第１四半期

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

アスレチックウエア

   及びその関連商品 8,714 57.1 8,723 59.0 9 0.1

ゴルフウェア

   及びその関連商品 6,270 41.1 5,710 38.6 △560 △8.9

アウトドアウェア

   及びその関連商品 277 1.8 360 2.4 82 29.9

計 15,262 100.0 14,794 100.0 △467 △3.1

(2) 海外売上高

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 4,457 16 50 4,524

Ⅱ  連結売上高(百万円) 14,794

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

30.1 0.1 0.3 30.6
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