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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 75,416 13.7 7,113 131.8 6,933 160.2 4,674 138.7

2020年３月期第３四半期 66,336 0.9 3,068 △1.1 2,664 △5.0 1,958 △28.7
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 5,427百万円( 246.1％) 2020年３月期第３四半期 1,568百万円( 95.2％)
　

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

2021年３月期第３四半期 407.07 －

2020年３月期第３四半期 170.54 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 78,241 27,691 35.2

2020年３月期 77,970 23,023 29.3
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 27,553百万円 2020年３月期 22,883百万円
　　

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 － 30.00 － 35.00 65.00

2021年３月期 － 30.00 －

2021年３月期(予想) 40.00 70.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

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 99,000 12.2 6,800 88.2 6,300 104.2 4,000 256.2 348.33
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料P.７「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（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３Ｑ 12,000,000株 2020年３月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 516,476株 2020年３月期 515,185株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 11,484,268株 2020年３月期３Ｑ 11,485,334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。
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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我が国経済は、一時落ち着いていた新型コロナウイルス感染者数が、冬季に

入り再び拡大したことにより、先行き不透明な状況となりました。海外においても新規感染者数増加の影響を受け
活動規制が再強化されており、厳しい状況が続いております。
こうした経済情勢下当社は、当社グループの提案するフィッシングを中心としたスポーツ・レジャーが、コロナ

禍において密閉・密集・密接のいわゆる「３密」を避ける等これからの時代にマッチしたレジャーとして支持を広
げるとともに、自然志向や健康志向が全世界的に広がりを見せる中、スポーツと自然を愛する人々に貢献するため
に、ライフタイム・スポーツ（人生を豊かにするスポーツ）の提案に鋭意努めてまいりました。その結果、当第３
四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は754億１千６百万円（前年同四半期比13.7％増）、営業利益は
71億１千３百万円（前年同四半期比131.8％増）、経常利益は69億３千３百万円（前年同四半期比160.2％増）とな
りました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、現有生産設備等の減損損失を計上しましたが、増収効果の影響
等により、46億７千４百万円（前年同四半期比138.7％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高はセグメント間の内部売上高
及び振替高を含んでおります。
日本
日本地域におきましては、当社グループの提案するフィッシングを中心としたライフタイム・スポーツが、いわ

ゆる「３密」を避ける等これからの時代にマッチしたレジャーとして支持を広げるとともに、コアユーザーへのこ
だわりの高機能製品から初心者・ファミリー層への手ごろに楽しめるエントリー製品の充実に至るまで、多様な市
場ニーズへの対応に注力してきました。その結果、売上高は538億１百万円（前年同四半期比11.8％増）、セグメ
ント利益は52億８千１百万円（前年同四半期比105.9％増）となりました。
米州
米州地域におきましては、春先の新型コロナウイルス感染症の大幅な落ち込みから、経済活動規制の緩和を受け

徐々に回復に向かいました。そのような中当社は、ダイワ・テクノロジー搭載の新製品が好調に推移し、春先に落
ち込んだ需要が急速に回復したこと等により、売上高は63億９千９百万円（前年同四半期比23.8％増）、セグメン
ト利益は２億７千２百万円（前年同四半期比49.6％増）となりました。
欧州
欧州におきましては、春先のロックダウン解除後、経済は徐々に回復いたしました。そのような中当社は、地域

のニーズにこたえる新製品が好評を博し、秋口まで需要の回復が続きました。その結果、売上高は80億３千５百万
円（前年同四半期比8.1％増）、セグメント利益は５億８千９百万円（前年同四半期比39.2％増）となりました。
アジア・オセアニア
アジア・オセアニア地域におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による行動制限の影響を受け景気は総

じて悪化傾向にありますが、いち早く回復した中国市場でのマーケティング活動に注力したこと等により、売上高
は223億８千２百万円（前年同四半期比9.8％増）、セグメント利益は23億２千１百万円（前年同四半期比35.7％
増）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、棚卸資産が減少した一方、株価上昇により投資有価証券が増加

したこと等により前連結会計年度末に比べ２億７千１百万円増加し、782億４千１百万円（前連結会計年度末は779
億７千万円）となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する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46億６千８百

万円増加し、276億９千１百万円（前連結会計年度末は230億２千３百万円）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
2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年11月６日に公表いたしました業績予想の修正を行っており

ます。具体的な内容につきましては、本日別途公表しております「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照ください。
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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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,006 9,314

受取手形及び売掛金 13,306 11,150

電子記録債権 352 348

有価証券 － 1,000

商品及び製品 22,940 21,378

仕掛品 3,379 2,833

原材料及び貯蔵品 3,326 3,248

その他 3,366 1,212

貸倒引当金 △230 △227

流動資産合計 51,447 50,258

固定資産

有形固定資産

土地 4,526 4,513

その他（純額） 11,603 11,751

有形固定資産合計 16,129 16,264

無形固定資産

その他 1,401 1,554

無形固定資産合計 1,401 1,554

投資その他の資産

投資有価証券 4,516 6,059

退職給付に係る資産 17 16

その他 4,519 4,150

貸倒引当金 △62 △62

投資その他の資産合計 8,991 10,164

固定資産合計 26,522 27,983

資産合計 77,970 78,241
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,218 6,016

電子記録債務 6,920 6,630

短期借入金 18,784 11,362

未払法人税等 307 474

売上割戻引当金 120 790

返品調整引当金 191 107

ポイント引当金 552 609

賞与引当金 693 355

役員賞与引当金 13 16

その他 4,358 5,951

流動負債合計 37,161 32,314

固定負債

長期借入金 10,509 11,139

退職給付に係る負債 5,706 5,584

その他 1,569 1,512

固定負債合計 17,785 18,235

負債合計 54,947 50,550

純資産の部

株主資本

資本金 4,184 4,184

資本剰余金 0 －

利益剰余金 17,747 21,668

自己株式 △876 △879

株主資本合計 21,055 24,972

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,735 2,938

繰延ヘッジ損益 21 △4

土地再評価差額金 1,977 1,977

為替換算調整勘定 △1,982 △2,392

退職給付に係る調整累計額 74 61

その他の包括利益累計額合計 1,827 2,581

非支配株主持分 139 137

純資産合計 23,023 27,691

負債純資産合計 77,970 78,241
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 66,336 75,416

売上原価 42,092 47,647

売上総利益 24,244 27,768

販売費及び一般管理費 21,175 20,655

営業利益 3,068 7,113

営業外収益

受取利息 22 18

受取配当金 73 74

不動産賃貸料 31 32

その他 276 520

営業外収益合計 404 646

営業外費用

支払利息 270 244

売上割引 348 342

為替差損 105 121

その他 83 117

営業外費用合計 808 826

経常利益 2,664 6,933

特別利益

固定資産売却益 8 14

特別利益合計 8 14

特別損失

固定資産売却損 1 5

減損損失 － 403

投資有価証券評価損 － 116

臨時休業等による損失 － 32

その他 － 0

特別損失合計 1 558

税金等調整前四半期純利益 2,672 6,389

法人税、住民税及び事業税 720 1,715

四半期純利益 1,951 4,673

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △7 △1

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,958 4,674
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 1,951 4,673

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 287 1,202

繰延ヘッジ損益 △1 △25

為替換算調整勘定 △679 △410

退職給付に係る調整額 9 △13

その他の包括利益合計 △383 753

四半期包括利益 1,568 5,427

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,580 5,428

非支配株主に係る四半期包括利益 △12 △1
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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 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
１ 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

（単位：百万円）
報告セグメント

合計
日本 米州 欧州

アジア・
オセアニア

売上高
外部顧客への売上高 43,701 5,162 7,435 10,036 66,336
セグメント間の内部売上高又は振替高 4,404 5 － 10,351 14,761

計 48,105 5,167 7,435 20,388 81,097
セグメント利益 2,565 182 423 1,709 4,880

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
利 益 金 額

報告セグメント計 4,880
全社費用（注） △1,812
四半期連結損益計算書の営業利益 3,068
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
　
１ 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

（単位：百万円）
報告セグメント

合計
日本 米州 欧州

アジア・
オセアニア

売上高
外部顧客への売上高 49,388 6,393 8,035 11,598 75,416
セグメント間の内部売上高又は振替高 4,413 5 0 10,783 15,202

計 53,801 6,399 8,035 22,382 90,619
セグメント利益 5,281 272 589 2,321 8,464
　
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）
（単位：百万円）

利 益 金 額
報告セグメント計 8,464
全社費用（注） △1,351
四半期連結損益計算書の営業利益 7,113
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
「日本」において、グローブライド株式会社のゴルフ事業及び、連結子会社であるウインザー商事株式会社が保有

する固定資産について、収益性の低下がみられたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、ゴル
フ事業が112百万円、ウインザー商事株式会社が150百万円です。
「アジア・オセアニア」において、グローバルな製品供給体制の更なる強化を図る為、現有生産設備等の一部につ

きスクラップ＆ビルドを行ったことに伴い、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。減損損失の計上
額は、当第３四半期連結累計期間においては、138百万円です。

　


