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06年経営成績と07年計画

取締役執行役員 経営企画部長

木滑　和生
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06年経営成績

4

◆売上高（+30.9億円）

ALL NEW XXIOゴルフクラブの　
　 ヒット等により対前年大きく増収。

◆経常利益（△3.6億円）

増収による増益効果があるもの　
　の原材料の高騰、プロモーション
　費用の増加等により対前年減益。

◆当期純利益（△2.0億円）
　【対前年増減内訳】
　　　・経常利益△3.6
　　　・特別損失＋1.2（＊）
　　　・税金関係＋0.8
　　　・少数株主利益△0.4　
（＊）当期より減損会計を適用した
こ とによる影響△4.8億円を含
めて特別損失を△8.2億円計上｡

◆売上高（+30.9億円）

ALL NEW XXIOゴルフクラブの　
　 ヒット等により対前年大きく増収。

◆経常利益（△3.6億円）

増収による増益効果があるもの　
　の原材料の高騰、プロモーション
　費用の増加等により対前年減益。

◆当期純利益（△2.0億円）
　【対前年増減内訳】
　　　・経常利益△3.6
　　　・特別損失＋1.2（＊）
　　　・税金関係＋0.8
　　　・少数株主利益△0.4　
（＊）当期より減損会計を適用した
こ とによる影響△4.8億円を含
めて特別損失を△8.2億円計上｡

単位：億円

売上高 550.6 581.5 ＋30.9 106%

営業利益 70.3 67.7 △2.6 96%

　　（率） （ 12.8％） （ 11.7％）

経常利益 72.7 69.2 △3.6 95%

　　（率） （ 13.2％） （ 11.9％）

税前利益 63.3 60.9 △2.4 96%

当期純利益 35.8 33.8 △2.0 94%

　　（率） （ 6.5％） （ 5.8％）

1株当たり当期
純利益(EPS)(円)

13,666.00 12,687.37 △978.63

株主資本当期
純利益率(ROE)(%) 16.8 13.0 △3.8

総資産経常利益率
(ROA)(%) 17.5 15.6 △1.9

2005年 2006年 増減額 前年比

連結損益の概要
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連結売上高の増減分析（概要）

単位：億円

クラブ 218.1 249.0 +30.9 114%

ボール 113.0 118.5 +5.5 105%

シューズ・アクセサリー他 95.0 95.1 +0.1 100%

ゴルフ用品 426.1 462.6 +36.5 109%

テニス用品 59.9 60.9 +1.0 102%

ライセンス 4.9 4.9 +0.0 101%

スポーツ用品事業 490.9 528.4 +37.5 108%

その他事業 59.7 53.1 △6.6 89%

合　　　　　 計 550.6 581.5 +30.9 106%

2005年 2006年 増減額 前年比
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連結売上高の増減分析（ゴルフクラブ）

218
249

100

150

200

250
（億円）

05年 06年

主力の国内でXXIOブランドの販売好調が大きく寄与し

ゴルフクラブ全体で、前年比114％となった。
《国内》

　 主力のXXIOが1月の発売以降大きく販売に貢献。
　　☆XXIOはウッド、アイアン共にゴルフ業界誌｢ゴルフ用品界｣の
　　消費者動向調査で、1月以降12ヶ月連続トップ。

　 SRIXON上級者向けZR-600シリーズも好調に推移。
　 結果、売上高は対前年大幅に増加した。

《海外》

　 北米及びアジアを中心に着実に販売が伸長。

　 結果、対前年123％の増収となった。

主力の国内でXXIOブランドの販売好調が大きく寄与し

ゴルフクラブ全体で、前年比114％となった。
《国内》

　 主力のXXIOが1月の発売以降大きく販売に貢献。
　　☆XXIOはウッド、アイアン共にゴルフ業界誌｢ゴルフ用品界｣の
　　消費者動向調査で、1月以降12ヶ月連続トップ。

　 SRIXON上級者向けZR-600シリーズも好調に推移。
　 結果、売上高は対前年大幅に増加した。

《海外》

　 北米及びアジアを中心に着実に販売が伸長。

　 結果、対前年123％の増収となった。
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連結売上高の増減分析（ゴルフボール）

113 119

50

100

（億円）

05年 06年

海外の販売増が寄与し、ゴルフボール全体では

前年比105％の売上増となった。
《国内》

　 積極的に商品ラインナップを刷新。

　　　☆主力の高価格帯・・・MIRACLE EVERIO、XXIO DC
　　　☆上級者向け・・・SRIXON Z-URC
　 しかし、国内市場の減速もあり対前年微減となった。

《海外》

　 上級者向けSRIXON　Z-URC、中価格帯のAD333を中心に
　　　ラウンドボールで増販。

　 レンジボールの拡大もあり対前年124％の増収となった。

海外の販売増が寄与し、ゴルフボール全体では

前年比105％の売上増となった。
《国内》

　 積極的に商品ラインナップを刷新。

　　　☆主力の高価格帯・・・MIRACLE EVERIO、XXIO DC
　　　☆上級者向け・・・SRIXON Z-URC
　 しかし、国内市場の減速もあり対前年微減となった。

《海外》

　 上級者向けSRIXON　Z-URC、中価格帯のAD333を中心に
　　　ラウンドボールで増販。

　 レンジボールの拡大もあり対前年124％の増収となった。
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連結売上高の増減分析（テニス）

60 61

0

50

（億円）

05年 06年

バボラブランドを中心にラケット、シューズ等で販売を伸

ばし、テニス全体では対前年102％と売上を拡大した。

《ラケット》

　 ダイアクラスターリム、バボラが好調に推移。

　 市場が低迷する中、対前年104％の増収でシェアアップ。
《ボール》

　 国内は、販売構成の低価格化もあり対前年微減。

　 輸出は、総じて堅調に推移。

　 結果、全体では対前年微増となった。

　

バボラブランドを中心にラケット、シューズ等で販売を伸

ばし、テニス全体では対前年102％と売上を拡大した。

《ラケット》

　 ダイアクラスターリム、バボラが好調に推移。

　 市場が低迷する中、対前年104％の増収でシェアアップ。
《ボール》

　 国内は、販売構成の低価格化もあり対前年微減。

　 輸出は、総じて堅調に推移。

　 結果、全体では対前年微増となった。

　



9

連結売上高の増減分析（その他事業）

主力のトーナメント運営は、会計処理の変更による影響
を除いた実質ベースで増収となった。

女子ゴルフの人気が継続する中、対前年＋２試合の受託増。

会計処理の変更(影響約△10億円)を除くと対前年106%。

ゴルフ場運営も前年を上回る実績となった。　　

主力のトーナメント運営は、会計処理の変更による影響
を除いた実質ベースで増収となった。

女子ゴルフの人気が継続する中、対前年＋２試合の受託増。

会計処理の変更(影響約△10億円)を除くと対前年106%。

ゴルフ場運営も前年を上回る実績となった。　　

90%

ゴルフ場

ゴルフ
トーナメント

※ゴルフスクール、テニススクール運営
　は持分法適用会社で行っているため、
　連結売上高には含まれておりません。

プロゴルフトーナメント運営の受託状況

60
53

0

50

（億円）

05年 06年

単位：試合

2005年 2006年
合計 内ＤＳＥ シェア 合計 内ＤＳＥ シェア

男子開催試合数 29 14 48% 29 13 45%
女子開催試合数 33 14 42% 36 17 47%

計 62 28 45% 65 30 46%
※ＤＳＥ＝㈱ダンロップスポーツエンタープライズ
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単年 累計

発売累計100万本突破

ブランド別の取り組み （ゼクシオ）

XXIOウッドクラブ販売数量 【ゴルフ総合ブランドとして確固たる地位を確立】
初代(00年)から4代目｢オールニューゼクシオ」(06年)　
　まで、記録的なヒットを継続。
　☆週刊パーゴルフ「パーゴルフギア大賞」で、
　　　 アイアン部門は、00年以来7年連続
　　　 ドライバー部門は、3代目に続き3年連続の大賞受賞。
　☆ 06年は「ドライバー・アイアン部門」で大賞をダブル受賞。
ウッドは、累計100万本を突破。
ファン層の拡大により、ボール、シューズ、アクセサー

　などにも豊富なラインナップを擁し、ゴルフ総合ブランド
　として確固たる地位を確立している。

【ゴルフ総合ブランドとして確固たる地位を確立】
初代(00年)から4代目｢オールニューゼクシオ」(06年)　
　まで、記録的なヒットを継続。
　☆週刊パーゴルフ「パーゴルフギア大賞」で、
　　　 アイアン部門は、00年以来7年連続
　　　 ドライバー部門は、3代目に続き3年連続の大賞受賞。
　☆ 06年は「ドライバー・アイアン部門」で大賞をダブル受賞。
ウッドは、累計100万本を突破。
ファン層の拡大により、ボール、シューズ、アクセサー

　などにも豊富なラインナップを擁し、ゴルフ総合ブランド
　として確固たる地位を確立している。

【ゼクシオカラーカスタム】

（万本）
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ブランド別の取り組み　（スリクソン）

9億円

23億円

13億円

10億円

9%
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4.0%

6.0%

8.0%
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12.0%

14.0%

6 3億円

78億円

51億円

EUROPE
前年比112%

ASIA
前年比112%

USA
前年比129%

AUSTRALASIA

前年比116%

海外売上高

84億円

115億円
127億円

28%27%

19%
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【SRIXONブランドで世界へ挑戦】
米国、英国、マレーシア、オーストラリアの 　　　
　SRIXON4販社の売上は順調に拡大。
　（全社増収増益。全社単独黒字。）
Ｊ.フューリク（06年米ツアー賞金ランク２位）との
　契約でブランド認知が大きく向上。
全社に占めるSRIXONブランドの売上高、構成比
　ともに着実に拡大している。　　　　　　　　　　　　　
　《 04年84億円・19% → 06年127億円・28%》　　

【SRIXONブランドで世界へ挑戦】
米国、英国、マレーシア、オーストラリアの 　　　
　SRIXON4販社の売上は順調に拡大。
　（全社増収増益。全社単独黒字。）
Ｊ.フューリク（06年米ツアー賞金ランク２位）との
　契約でブランド認知が大きく向上。
全社に占めるSRIXONブランドの売上高、構成比
　ともに着実に拡大している。　　　　　　　　　　　　　
　《 04年84億円・19% → 06年127億円・28%》　　

【SRIXONブランド売上推移】

（億円）

（億円）

海外売上高比率

SRIXON

※前年比は
現地通貨ベース
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連結経常利益増減要因

73
69

+14 

量・構成

原価改善努力

△9

原材料価格高騰

△4億円

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ費用増

2005年

2006年

（単位:億円）

06.11.8
予想値

74

為替（円安）

+6 

△4

△11
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主要原材料価格推移

50

100

150

200

250

300

350

2004年 2005年 2006年
※2004年平均を100とした指数で表示(当社調べ)

スポンジチタン

（ゴルフクラブ）　　前年比120％

薬品（亜鉛系）

（ゴルフボール）　前年比151％

合成ゴム・樹脂

（ゴルフボール）　前年比125％

カーボンシート

（ゴルフクラブ）　前年比128％

14

バランスシートの推移

固定資産

233

少数株主持分14

負債

206

株主資本

222

固定資産

221

（△12）
内、少数株主持分15

負債

128

（△78）

純資産

315

（＋93）

20052005年年1212月末月末 20062006年年1212月末月末

流動資産

209

流動資産

222

（＋13）

※自己資本比率　※自己資本比率　50.150.1％％ ※自己資本比率　※自己資本比率　67.867.8％％

上場・公募増資により自己資本が大きく充実した。（自己資本比率は+17.7ポイント向上）

銀行借入は具体的な資金需要が発生するまで一旦返済。負債は大きく減少している。　

上場・公募増資により自己資本が大きく充実した。（自己資本比率は+17.7ポイント向上）

銀行借入は具体的な資金需要が発生するまで一旦返済。負債は大きく減少している。　

(単位：億円)

総資産442総資産442 総資産443総資産443
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キャッシュ・フロー、有利子負債の推移

34.9

△25.7

14.6

△6.0

20.6

2006年

43.8

42.0

△58.9

△92.7

33.8

2005年

△8.9現金・現金同等物
期末残高

△67.7財務ＣＦ

＋73.5フリーＣＦ

＋86.7投資ＣＦ

△13.2営業ＣＦ

増減

　単位：億円
キャッシュ・フロー

有利子負債

10.5

2006年

78.5

2005年

△68.0有利子負債

増減

　単位：億円

営業ＣＦ

　売上債権の増加、仕入債務の
　減少により対前年△13.5億円　
　の減少。

投資ＣＦ
　05年は産業財産権の買取りが
　あったため、支出は対前年で　
　大きく減少。

財務ＣＦ

　公募増資に伴う借入金返済に
　より対前年大きく減少。

営業ＣＦ

　売上債権の増加、仕入債務の
　減少により対前年△13.5億円　
　の減少。

投資ＣＦ
　05年は産業財産権の買取りが
　あったため、支出は対前年で　
　大きく減少。

財務ＣＦ

　公募増資に伴う借入金返済に
　より対前年大きく減少。

16

07年計画
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連結業績予想

◆売上高（+0.5億円）

国内SRIXONの拡充や海外での
　増販により前年売上をキープ。

◆経常利益（△3.2億円）

原材料高騰、販売構成の悪化、　
　為替の円安進行により対前年減　
　益の見込。

　　量・構成　　　　　 △2億円　　

　　為替 △1億円

　　原材料高騰　　　△5億円　

　　原価改善努力　　＋5億円　

◆当期純利益（＋4.7億円）
特別損失の大幅減少により、

　対前年増益を見込む。

　

◆売上高（+0.5億円）

国内SRIXONの拡充や海外での
　増販により前年売上をキープ。

◆経常利益（△3.2億円）

原材料高騰、販売構成の悪化、　
　為替の円安進行により対前年減　
　益の見込。

　　量・構成　　　　　 △2億円　　

　　為替 △1億円

　　原材料高騰　　　△5億円　

　　原価改善努力　　＋5億円　

◆当期純利益（＋4.7億円）
特別損失の大幅減少により、

　対前年増益を見込む。

　

単位：億円

  売上高 581.5 582.0 ＋0.5 100%

  経常利益 69.2 66.0 △3.2 95%

　　（率） (11.9%) (11.3%)

  当期純利益 33.8 38.5 ＋4.7 114%

　　（率） (5.8%) (6.6%)

１株当たり当期純
利益（ＥＰＳ）（円）

12,687.37 13,275.86 ＋588.49

2006年
実績

2007年
予想

増減額 前年比
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連結売上高予想

単位：億円

クラブ 249.0 237.6 △11.4 95%

ボール 118.5 129.8 +11.3 110%

シューズ・アクセサリー他 95.1 98.4 +3.3 103%

ゴルフ用品 462.6 465.8 +3.2 101%

テニス用品 60.9 64.4 +3.5 106%

ライセンス 4.9 4.4 △0.5 88%

スポーツ用品事業 528.4 534.6 +6.2 101%

その他事業 53.1 47.4 △5.7 89%

合　　　　　 計 581.5 582.0 +0.5 100%

2006年
実績

2007年
予想

増減額 前年比
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ゴルフクラブのラインナップ拡充

　◎『オールニューゼクシオ460ドライバー』2月発売。　
　◎打ちやすさを徹底追求した軟鉄鍛造アイアン　　　　
　　 『ゼクシオフォージドアイアン』06年12月発売。　　　
シニア、団塊世代向けの打ちやすさで楽に飛　
　ばす『ニューゼクシオプライム』2月発売。　　

商品レンジ拡充・認知度の向上

　◎新たに中級者向けゴルフクラブ『WRシリーズ』　　　
　　 を1月発売。

　◎上級者向け主力ゴルフボール『Z-URシリーズ』　　
　　 をフルモデルチェンジ、国内、海外　2月発売。

　◎ワールドランキング9位(07.2.12現在)の
H.ステンソン選手と用品使用契約を締結。

ゴルフクラブのラインナップ拡充

　◎『オールニューゼクシオ460ドライバー』2月発売。　
　◎打ちやすさを徹底追求した軟鉄鍛造アイアン　　　　
　　 『ゼクシオフォージドアイアン』06年12月発売。　　　
シニア、団塊世代向けの打ちやすさで楽に飛　
　ばす『ニューゼクシオプライム』2月発売。　　

商品レンジ拡充・認知度の向上

　◎新たに中級者向けゴルフクラブ『WRシリーズ』　　　
　　 を1月発売。

　◎上級者向け主力ゴルフボール『Z-URシリーズ』　　
　　 をフルモデルチェンジ、国内、海外　2月発売。

　◎ワールドランキング9位(07.2.12現在)の
H.ステンソン選手と用品使用契約を締結。

07年の主な取り組み～商品・販促戦略

XXIOブランド

SRIXONブランド
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07年の主な取り組み～マネジメント強化

《国内》

　 販売会社統合の推進

　　　・統合による販売力強化と効率化推進

　 流通との連携強化

　　　・有力取引先と連携した販売施策の強化

　 顧客対応部門の強化

　　　・カスタマーサービス対応窓口強化

《コスト低減活動の継続・強化》

　 最適生産体制の構築

　　・ゴルフクラブ海外一貫生産の拡大　　　　　　
　　・ゴルフボールの最適生産体制構築　　　　　
　　・テニスボール海外生産委託先の最大活用　
　

《専用モデル開発の強化》

シニア、団塊、団塊ジュニア、レディスなど　　

　 対象ユーザー別の専用モデル開発強化

海外向け商品開発力の強化　　　　　　　　　　

　　・専任部門による専用モデル開発強化

　　

《海外》

　 販売体制強化

　　　・北米、欧州での自社販売員構成比拡大

　 欧州販売代理店網の再構築

　　　・業績連動での代理店切替の実施

　 ボール、クラブの現地カスタム対応力強化

《マーケティング力の強化》

専任部門による品目別体制の強化

販　売

開発・生産
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株主還元

配当金推移

配当総額
単体

配当性向

連結

配当性向

中間 2,000円

期末 2,000円

中間 2,000円

期末 2,000円

中間 2,000円

期末 2,000円
2007年12月期（予定） 年間 4,000円

１株当たり
配当金

2005年12月期 年間 4,000円

2006年12月期（予定） 年間 4,000円

10.4億円

11.0億円

11.6億円

32.1％ 29.0％

36.1％ 32.5％

33.1％ 30.1％

※

※2005年12月期の中間配当は株式分割の影響を遡及修正した金額。

【基本方針】

各期の業績、配当性向、内部留保の水準等を総合的に勘案し、長期にわたって安定
的に配当していく方針です。（連結配当性向30％程度を目安に維持）

【基本方針】

各期の業績、配当性向、内部留保の水準等を総合的に勘案し、長期にわたって安定
的に配当していく方針です。（連結配当性向30％程度を目安に維持）
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株主還元

株主優待の新設

　20072007年年66月末月末に１株以上保有の株主様にに１株以上保有の株主様に

　　　

　

　

　

　20072007年年1212月末月末に１株以上保有の株主様にも実施に１株以上保有の株主様にも実施

　　　

　　　　

株主様限定「ゼクシオ」ゴルフボール　４個株主様限定「ゼクシオ」ゴルフボール　４個

((内容は決定次第発表いたします内容は決定次第発表いたします))
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お問い合わせ先

ＳＲＩスポーツ株式会社　経営企画部

TEL：　078-265-3040

FAX：　078-265-3150

E-mail：sri-sports.ir@sri-sports.co.jp　　

URL：http://www.sri-sports.co.jp/

ＳＲＩスポーツ株式会社

当資料に記載された内容は、資料作成時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社
が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なし
に変更される可能性があります。

投資を行う際は、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。


