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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第105期
第１四半期
連結累計期間

第106期
第１四半期
連結累計期間

第105期

会計期間
自  平成23年１月１日

至  平成23年３月31日

自  平成24年１月１日

至  平成24年３月31日

自  平成23年１月１日

至  平成23年12月31日

売上高 （百万円） 50,900 62,472 221,770

経常利益 （百万円） 6,438 10,101 31,701

四半期(当期)純利益 （百万円） 2,206 6,998 19,862

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,432 15,311 14,170

純資産額 （百万円） 174,170 190,363 181,774

総資産額 （百万円） 201,720 229,901 216,000

１株当たり四半期(当期)純利益 （円） 23.53 75.49 211.83

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 86.0 82.5 83.9

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」という）は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

４  第105期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におきましては、欧州では政府債務問題が小康状態を迎える中、ユーロは他

国通貨に対しやや持ち直したものの景況感は依然振るわず、低迷状態が続いておりました。一方、今秋に

大統領選挙を控えた米国や新興国では、緩やかな株価上昇の中、景気は底を脱し徐々に回復の気配が見え

始めました。

国内におきましては、景況感こそ震災前の水準まで回復したものの、電力供給不安や依然として続く円

高により実体経済の足取りは重く、需要・供給ともに力強さに欠ける展開となりました。

このような状況のもと、当社グループは、「人と自然のふれあいの中で、新しい価値を創造し、健康とよ

ろこびに貢献する。」を使命に、こころ躍る製品づくりを通じて、市場の活性化に努めるとともに、より豊

かな自転車ライフ・フィッシングライフのご提案をしてまいりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は62,472百万円（前年同期比22.7％増）、営業利

益は10,769百万円（前年同期比47.1％増）、経常利益は10,101百万円（前年同期比56.9％増）、四半期純

利益は6,998百万円（前年同期比217.2％増）となりました。

　
セグメントの業績は次のとおりであります。

① 自転車部品

欧州では、１月後半から２月前半にかけて寒波に覆われた期間もありましたが、全体的にみると暖

冬傾向が続き小売店販売は好調でした。米国でも暖冬傾向で、冬季の小売店販売は順調に推移しまし

た。一方、日本では、例年以上に厳しかった冬の影響で小売店販売の動きは低調に終わりました。

また、欧米における市場在庫は適正なレベルのまま順調に推移しています。

このような市況のもと、欧米での堅調な小売店販売に加え、中国スポーツタイプ自転車市場の更な

る成長を受け、当社製品に対する需要が増し、第１四半期の売上は予定どおり達成することができま

した。

この結果、当セグメントの売上高は49,808百万円（前年同期比22.1％増）、営業利益は10,122百万

円（前年同期比40.9％増）となりました。

　
② 釣具

国内市場では、例年にない大雪と寒波の影響で動きの鈍いスタートとなりましたが、３月以降、市場

は立ち上がりの気配を見せております。

当社製品に関しましては、2011年後半に発売した電動リール「Force Master」が引き続き好調に推

移いたしました。また、新製品の高級スピニングリール「Vanquish」や、新構造ブレーキシステムによ

りスーパーロングキャストが可能となったベイトキャスティングリール「ANTARES」が市場から高い

評価をいただき、2011年同期を上回る売上高を上げることができました。
一方、海外市場では、米国で良好な天候により回復傾向にあることや、昨年同時期に洪水被害のあっ
たオセアニア地域の回復などがある一方、欧州では政府債務問題の影響もあり厳しい状況が続きまし
た。
この結果、当セグメントの売上高は12,553百万円（前年同期比26.4％増）、営業利益は650百万円

（前年同期比242.2％増）となりました。

　
③ その他

当セグメントの売上高は110百万円（前年同期比33.0％減）、営業損失は3百万円（前年同期は営業

損失49百万円）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産は229,901百万円（前連結会計年度比13,901百万円の増

加）となりました。これは、受取手形及び売掛金が3,214百万円、商品及び製品が3,620百万円、建設仮

勘定が2,166百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は39,537百万円（前連結会計年度比5,311百万円の増

加）となりました。これは、買掛金が2,888百万円増加したこと等によるものです。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は190,363百万円（前連結会計年度比8,589百万円の

増加）となりました。これは、為替換算調整勘定が7,634百万円増加したこと等によるものです。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　
株式会社の支配に関する基本方針
　
(1)基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値
の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上してい
くことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づ
いて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な
侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が
株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時
間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者
との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくあり
ません。特に、当社グループの企業価値の源泉は、①お客様のニーズを迅速に察知することを可能にする、全
世界に広がる販売拠点・ネットワーク、②お客様のニーズを具現化する、創造性のある高い企画開発力・技
術力、③製造拠点各所在国の強みを活かしたコスト競争力のある生産体制及び全世界の需要に対応する供
給力、④グローバルなサービス体制、並びに⑤グループ各社の調和のとれたオペレーション等にあり、これ
らの根幹には、(i)お客様、お取引先及び従業員等との堅い信頼関係、(ⅱ)個々の従業員の技術開発能力・ノ
ウハウ等、及び(ⅲ)個々の従業員がその能力を存分に発揮することのできる企業風土等があります。当社株
式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値
の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた
際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握す
るとともに、買収者や買付についての情報も把握した上で、買付が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼ
す影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の
企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当
な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えてお
ります。
　

(2)基本方針実現のための取組みの内容の概要
(A)基本方針の実現に資する特別な取組み
(i)企業価値向上のための取組み
  当社は、上記の企業価値の源泉をさらに維持・強化するためには、お客様に信頼され、満足いただける
サービス及び製品を提供し続けることとともに、今後は、お客様の環境・健康等に対する関心の高まりに応
えた製品の開発・製造が求められるものと考えております。また、当社は、BRICsを初めとする発展著しい
国々が現れていることから、当社の主力製品である自転車部品及び釣具に対する潜在的な需要は今後も増
加するものと考えております。そのような背景の中、当社は、①コア・コンピタンスの強化、②自転車文化・
釣り文化の創造とブランドの強化を基本方針として、中長期的な企業価値の向上を実現してまいります。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元等
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当社においては、独立性を有する社外取締役１名による取締役の業務執行の監視及び独立性を有する社
外監査役２名を含む監査役会による取締役の業務執行の監視が行われております。また、当社は、内部統制
推進室を設置し、内部監査部門としてコンプライアンスやリスク管理の状況等を定期的に監査するととも
に、グローバルな内部統制システムの整備・充実を行っております。
また、当社は、株主還元を経営上の重要課題と捉えており、安定的な配当の維持・継続とともに、業績の進
展に応じた成果の配分を行うことを基本方針としております。配当につきましては、昭和47年の上場以来安
定的な配当を継続し、さらに業績の向上に沿った増配を行ってまいりました。また、積極的な自己株取得も
行ってきております。
さらに、当社グループは、社会的責任への取組みとして、過去より地域社会における文化活動、ボランティ
ア活動への参加やイベントへの協賛等に積極的に取組み、お取引先・地元住民等との信頼関係を構築して
まいりました
(B)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する
ための取組みの内容の概要
当社は、平成23年2月8日開催の取締役会及び同年3月30日開催の第104期定時株主総会において、当社株式
の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を一部改訂した上、更新することを決議いたしました（以
下、改定後の買収防衛策を「本プラン」といいます。）。
本プランの具体的内容の概要は以下のとおりです。

(i)本プランの目的
本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切な者によって当社の財務及び
事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止
するとともに、当社株券等に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し
たり、あるいは、株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断をするために必要な情報や時間を
確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
(ⅱ)本プランの概要
本プランは、以下の(a)若しくは(b)に該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行
為（これらの提案を含みます。）（当社取締役会が本プランを適用しない旨別途認めたものを除くものと
し、以下「買付等」といい、買付等を行おうとする者を「買付者等」といいます。）がなされる場合を適用
対象とします。
(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株
券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
買付者等は、買付等に先立ち、意向表明書及び買付等の内容の検討に必要な所定の情報を提供するものと
され、また、独立委員会は、当社取締役会に対しても、買付等の内容に対する意見や代替案（もしあれば）等
の情報を提供するよう要求することができます。
独立委員会は、買付等の内容の検討や当社取締役会の代替案の検討、買付者等との協議・交渉等を行い、
かかる検討等の結果、買付者等による買付等が本プランに定められた手続を遵守しない買付等である場合
や買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある
場合であって、かつ、本プラン所定の新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを実
施することが相当であるとき等本プラン所定の発動事由に該当すると判断したときには、当社取締役会に
対して、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行います。他方、独立委員会は、買付者等による
買付等が本プラン所定の発動事由に該当しないと判断した場合には、当社取締役会に対して、本新株予約権
の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限
尊重して本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うもの
とします。
また、当社取締役会は、独立委員会が本新株予約権無償割当ての実施に際して予め株主意思の確認を経る
べき旨の留保を付した場合等の一定の場合には、独立委員会における手続に加えて、株主意思確認総会を招
集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することができます。
本新株予約権には、当社以外の当社の株主に対し、その有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割
合で割り当てられ、本新株予約権１個の目的である当社株式の数は、原則として1株とします。また、本新株
予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株
式１株当たりの価額は１円とします。
また、本新株予約権には、一定の例外事由が存する場合を除き、買付者等及びその関係者による権利行使
が認められないとの行使条件、及び当社が買付者等及びその関係者以外の者から当社株式と引換えに本新
株予約権を取得することができる旨の取得条項等が付されております。
本プランの有効期間は、原則として、第104期定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
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(3)具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
(A)基本方針の実現に資する特別な取組みについて
上記(2)(A)に記載した当社の企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった

各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策
定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。従って、これらの各施策は、基本方針に沿
い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあり
ません。
(B)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する
ための取組みについて
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うもので

す。
特に、本プランは、①経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足していること、②本プランは、株主総
会において株主の皆様の承認を得て更新されたものであり、また、一定の場合に、本プランの発動に際して
株主の皆様の意思を確認することができるほか、株主総会決議により廃止できるものとされていること等、
株主意思を重視するものであること、③独立性を有する社外取締役等のみから構成される独立委員会によ
り本プランの発動に際しての実質的な判断がなされ、また、その判断の概要は株主の皆様に対して情報開示
がなされること、④合理的な客観的な要件が充足されなければ本プランは発動されないように設定され、当
社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されていること、⑤独立委員会は、当社の費
用で、独立した第三者の助言を受けることができるものとされていること、及び⑥デッドハンド型買収防衛
策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではなく、また、取
締役の解任要件を加重していないことから、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会
社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は2,511百万円であり

ます。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 262,400,000

計 262,400,000

　
② 【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年５月11日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 92,720,00092,720,000

大阪証券取引所
市場第一部
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数

100株

計 92,720,00092,720,000 － －

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成24年１月１日～

平成24年３月31日（注）
△1,080 92,720 ― 35,613 ― 5,822

　(注) 自己株式消却による減少

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成23年12月31日現在で記載しております。

　
① 【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－
株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式普通株式 32,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 93,699,600936,996同上

単元未満株式 　 68,300 － 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 93,800,000 － －

総株主の議決権 　 － 936,996 －

（注）「単元未満株式」には当社所有の自己株式68株が含まれます。

　
② 【自己株式等】

平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

株式会社シマノ 堺市堺区老松町３丁77番地 32,100 － 32,100 0.03

計 　 32,100 － 32,100 0.03

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年１月１

日から平成24年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、清稜監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 82,252 83,906

受取手形及び売掛金 ※
 25,189

※
 28,403

商品及び製品 19,269 22,889

仕掛品 14,971 15,343

原材料及び貯蔵品 4,419 4,441

繰延税金資産 1,878 2,142

その他 3,168 3,600

貸倒引当金 △306 △248

流動資産合計 150,842 160,480

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,046 17,473

機械装置及び運搬具（純額） 11,031 11,678

土地 11,152 11,217

リース資産（純額） 47 38

建設仮勘定 3,733 5,900

その他（純額） 3,784 3,912

有形固定資産合計 46,797 50,221

無形固定資産

のれん 3,737 3,740

ソフトウエア 1,610 1,491

その他 2,758 2,925

無形固定資産合計 8,106 8,158

投資その他の資産

投資有価証券 6,714 7,833

繰延税金資産 1,472 1,300

その他 2,554 2,391

貸倒引当金 △488 △485

投資その他の資産合計 10,253 11,040

固定資産合計 65,157 69,420

資産合計 216,000 229,901
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,750 10,638

短期借入金 4,136 4,992

未払法人税等 3,608 4,120

繰延税金負債 298 259

賞与引当金 1,217 1,441

役員賞与引当金 161 42

その他 9,631 11,195

流動負債合計 26,803 32,689

固定負債

長期借入金 2,928 2,765

繰延税金負債 784 823

退職給付引当金 2,425 2,436

役員退職慰労引当金 1,130 －

その他 152 822

固定負債合計 7,422 6,847

負債合計 34,225 39,537

純資産の部

株主資本

資本金 35,613 35,613

資本剰余金 5,822 5,822

利益剰余金 159,597 159,795

自己株式 △124 △43

株主資本合計 200,908 201,187

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 47 655

為替換算調整勘定 △19,767 △12,132

その他の包括利益累計額合計 △19,719 △11,477

少数株主持分 584 653

純資産合計 181,774 190,363

負債純資産合計 216,000 229,901
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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23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

売上高 50,900 62,472

売上原価 32,614 39,048

売上総利益 18,285 23,424

販売費及び一般管理費 10,962 12,654

営業利益 7,323 10,769

営業外収益

受取利息 158 244

受取配当金 4 5

その他 86 93

営業外収益合計 249 343

営業外費用

支払利息 48 82

為替差損 689 901

その他 396 26

営業外費用合計 1,134 1,011

経常利益 6,438 10,101

特別損失

投資有価証券評価損 1,294 －

工場建替関連費用 87 188

特別損失合計 1,381 188

税金等調整前四半期純利益 5,057 9,913

法人税、住民税及び事業税 1,800 3,252

法人税等調整額 1,005 △373

法人税等合計 2,806 2,878

少数株主損益調整前四半期純利益 2,250 7,034

少数株主利益 43 36

四半期純利益 2,206 6,998
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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23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,250 7,034

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 613 607

為替換算調整勘定 569 7,669

その他の包括利益合計 1,182 8,277

四半期包括利益 3,432 15,311

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,399 15,240

少数株主に係る四半期包括利益 33 71

EDINET提出書類

株式会社シマノ(E02257)

四半期報告書

13/19



【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)
連結子会社の事業年度等に関する事項の変更
Shimano (Singapore) Pte. Ltd. 等、連結子会社27社の事業年度末日は従来11月30日でありましたが、当連結会計

年度から、事業年度末日を12月31日へ変更しております。これにより当第１四半期連結累計期間は４ヶ月としており
ます。この結果、売上高2,858百万円、営業利益1,591百万円、経常利益1,719百万円、税金等調整前四半期純利益1,719
百万円それぞれ増加いたしました。

　
【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１（「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用）
当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及
び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂
正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
 
２当社及び国内連結子会社２社は、平成24年３月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、本制
度の廃止に伴い退職慰労金を打切り支給することを決議いたしました。

　これにより、打切り支給に伴う未払額663百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

※当連結会計年度末日が金融機関の休日であるため、期
末日が満期日である手形の会計処理は、手形交換日を
もって決済処理をしております。なお、次の期末日満期
手形が期末残高に含まれております。
受取手形                              48百万円

 

※当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であ
るため、当第１四半期連結会計期間末日が満期日であ
る手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理を
しております。なお、次の四半期連結会計期間末日満期
手形が四半期連結会計期間末残高に含まれておりま
す。

　 　 受取手形 11百万円

　
(四半期連結損益計算書関係)

　該当事項はありません。

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりで

あります。
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
  至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
  至  平成24年３月31日)

減価償却費 2,406百万円減価償却費 2,466百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月30日
の定時株主総会

普通株式 2,859 30.50平成22年12月31日 平成23年３月31日 利益剰余金

　
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
当第１四半期連結累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日
の定時株主総会

普通株式 2,859 30.50平成23年12月31日 平成24年３月30日 利益剰余金

　
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
３  株主資本の著しい変動

当社は、平成24年１月17日開催の取締役会決議に基づき、平成24年１月18日に自己株式の取得を行いま

した。この結果、当第１四半期連結累計期間において自己株式が3,858百万円増加しております。

また、平成24年２月８日開催の取締役会決議に基づき、平成24年２月13日に自己株式の消却を行いまし

た。この結果、当第１四半期連結累計期間において自己株式が3,939百万円減少しております。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が43百万円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３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
調整額 連結

　 自転車部品 釣具 その他 計

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への売上高 40,802 9,932 164 50,900 － 50,900

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 40,802 9,932 164 50,900 － 50,900

セグメント利益又は損失（△） 7,182 190 △49 7,323 － 7,323

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　
２  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

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年３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
調整額 連結

　 自転車部品 釣具 その他 計

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への売上高 49,80812,553 110 62,472 － 62,472

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 49,80812,553 110 62,472 － 62,472

セグメント利益又は損失（△） 10,122 650 △3 10,769 － 10,769

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２  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

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
  至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
  至  平成24年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 23円53銭 75円49銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 2,206 6,998

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,206 6,998

普通株式の期中平均株式数(千株) 93,768 92,707

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年５月８日

株式会社シマノ

取締役会  御中

　

清稜監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    加　賀　谷　剛    印

　
業務執行社員 　 公認会計士    舩　越　啓　仁    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社シマノの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成
24年１月１日から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３月
31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シマノ及び連結子会社の平成24年３
月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していな
いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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