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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 28,031 △6.2 2,776 △43.3 2,989 △39.4 1,730 △21.1

18年６月中間期 29,882 10.2 4,893 1.0 4,931 △3.8 2,192 △13.4

18年12月期 58,149 5.6 6,767 △3.7 6,915 △4.9 3,382 △5.6

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 5,968 49 －  

18年６月中間期 8,434 53 －  

18年12月期 12,687 37 －  

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 41百万円 18年６月中間期 29百万円 18年12月期 110百万円

(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

19年６月中間期 46,153 32,346 67.5 107,409 44

18年６月中間期 46,012 25,374 51.9 91,792 03

18年12月期 44,294 31,513 67.8 103,544 88

（参考）自己資本 19年６月中間期 31,148百万円 18年６月中間期 23,865百万円 18年12月期 30,028百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 2,723 △644 △703 4,912

18年６月中間期 492 △343 △620 4,136

18年12月期 2,058 △596 △2,571 3,494

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 2,000 00 2,000 00 4,000 00

19年12月期 2,000 00 　　－

19年12月期(予想) 　　－ 2,000 00 4,000 00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 57,200 △1.6 5,100 △24.6 5,300 △23.4 3,050 △9.8 10,517 24
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４．その他

(1）期中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

新規 － 社     除外 － 社  

(2）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。

(3）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） 19年６月中間期 290,000株 18年６月中間期 260,000株 18年12月期 290,000株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 －株 18年６月中間期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数につきましては、35ページ「１株当たり

情報」をご覧下さい。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 20,635 △8.6 2,127 △43.1 2,819 △24.9 1,866 △19.4

18年６月中間期 22,587 11.6 3,739 △10.7 3,755 △19.5 2,316 △8.0

18年12月期 41,278 7.1 5,026 △14.9 5,036 △21.7 3,049 △6.6

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 6,437 63

18年６月中間期 8,909 72

18年12月期 11,437 80

(2）個別財政状態

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

19年６月中間期 43,850 28,340 64.6 97,725 91

18年６月中間期 43,043 21,479 49.9 82,612 48

18年12月期 42,647 27,136 63.6 93,573 78

（参考）自己資本 19年６月中間期 28,340百万円 18年６月中間期 21,479百万円 18年12月期 27,136百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 40,600 △1.6 4,000 △20.4 4,700 △6.7 2,900 △4.9 10,000 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した業績予想に関する記述は、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基
づいております。実際の業績は、今後の業況の変化等により予想数値と異なる結果となる可能性があります。
なお、上記予想に関する事項につきましては3ページをご覧下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①業績全般の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い民間設備投資が伸張し、個人消費も底堅く推移

するなど、総じて景気は緩やかな拡大基調をたどりました。

　国内スポーツ用品市場におきましては、健康志向の高まりにより堅調な販売を呈した商品もありました。またゴル

フ用品市場では、例年に比べて暖冬や好天にも恵まれ、ゴルフ場入場者数が順調に伸びましたが、店頭での販売状況

については販売競争が更に激化するなど厳しい状況で推移しました。

　このような状況の中、当社グループは独自のデジタルシミュレーション技術を生かした高性能のゴルフクラブやゴ

ルフボールを中心に、顧客ニーズに応えた新商品を開発するとともに、グループ総合力によるマーケティング活動を

強化し、拡販に注力してきました。しかし、主力のゴルフクラブ「オール ニュー ゼクシオ(＝４代目ゼクシオ)」は

堅調な売れ行きをみせたものの、高価格帯の「ゼクシオ プライム」など、ゴルフクラブの新商品の売上が伸び悩みま

した。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は28,031百万円（前年同期比93.8％）となりました。

　一方、損益面では、生産性の向上等による原価低減などに従来以上に取り組みましたが、利益率の高いゴルフクラ

ブの販売構成比が低下したことなどにより、全体の利益率は大きく低下しました。加えて、原材料価格の高止まりや

為替の円安によって仕入コストが上昇したこと等も影響し、経常利益は2,989百万円（前年同期比60.6％）、中間純利

益は1,730百万円（前年同期比78.9％）に留まりました。

　

　②セグメント別の概況

　　1）スポーツ用品事業

　ゴルフ用品のうち国内では、ゴルフクラブにおいて、軟鉄鍛造の「ゼクシオ フォージド アイアン」を昨年末に、

主力の「オール ニュー ゼクシオ」から「460ドライバー」を２月に追加したほか、プロモデルのテイストはその

ままに、打ちやすさを兼ね備えた新カテゴリーのゴルフクラブ「スリクソン WR（ダブル アール）」シリーズを１

月に発売するなど、商品ラインナップの拡充を図りました。

　ゴルフボールでは、２月に競技者向けの「スリクソン Z-UR」をリニューアルするとともに、４月に高価格帯の

「ゼクシオ XD（エックス ディー）」を発売し、シェア拡大を図りました。「ゼクシオ XD」は横峯さくらプロを

テレビCFに起用し、「直球勝負！」のコピーで訴求したこともあり、店頭売上NO.1（調査会社GfKのデータより）

を発売以来継続するなど、ゴルフボール全体で堅調に推移しました。

　また、シューズ、アクセサリー、ウェアなどにおいても、「XXIO(ゼクシオ)」や「SRIXON(スリクソン)」ブラン

ドを中心に高機能の新商品を積極的に投入しました。

　しかし、ゴルフクラブの新商品の売上が伸びなかったことなどから、国内ゴルフ用品全体の売上は前年同期を下

回りました。

　一方、海外においては、２月にゴルフボールの新製品「トライスピード」を発売したほか、新規契約プロのヘン

リック・ステンソンが２勝したことなどの追い風もあり、特に欧州や東南アジアなどで「SRIXON」ブランドのボー

ルを中心に売上を伸ばしました。

　テニス用品においては、市場で確固たるシェアを持つテニスボールは好天に恵まれたことも寄与し、前年同期と

比較して店頭販売が順調であったほか、シューズやウェアも販売は好調に推移しました。

　また、テニスラケットではダンロップの「エアロジェル」シリーズ、「ダイアクラスター」シリーズはともに好

調に推移しましたが、昨年上期に発売し好調だった「BABOLAT(バボラ)」ブランドのメインモデル「ピュアドライ

ブ」シリーズ２モデルが２年目となったことが影響し、テニス用品全体ではほぼ前年同期並みとなりました。

　以上の結果、ライセンス収入を加えたスポーツ用品事業の当中間連結会計期間の売上高は26,590百万円（前年同

期比93.6％）となりました。

　

　　2）その他事業

　主力のゴルフトーナメント運営では、女子プロゴルフトーナメントは依然として人気が継続しているものの、男

子プロゴルフの開催トーナメント数の減少等が影響し、売上は前年同期を下回りました。

　一方、ゴルフ場運営では、暖冬や好天に恵まれた結果、入場者数は大幅に増加し売上を伸ばしました。

　以上の結果、その他事業の当中間連結会計期間の売上高は1,441百万円（前年同期比97.0％）となりました。

　

　③通期の見通し

  今後のわが国経済の見通しにつきましては、企業収益はさらなる改善が進み、個人消費も緩やかに上向くなど、景

気は引き続き拡大基調にあるものと思われます。
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　このような状況の中、当社グループは、「SRIXON」ブランドを中心として高機能で魅力的な新商品を国内外でタイ

ミングよく投入していくとともに、プロモーション活動も強化し、グループ一丸となって拡販に努めてまいります。

　一方、収益面においては、原材料価格の高止まりは依然として懸念されるものの、継続的な原価低減活動の推進に

より収益性を高め、企業体質のさらなる改善を目指してまいります。

　なお、７月１日に販売体制の強化を目的として国内の販売代理店２社を合併いたしましたが、今後も継続した販売

体制の強化とグループ経営の効率化についても積極的に進めていく所存であります。

　併せて、法令順守や企業倫理などのコンプライアンスを徹底するとともに、「環境」「品質」「安全」に関する諸

施策を推進することにより、一層の企業価値向上に取り組んでまいります。

 通期の業績見通しにつきましては、以下のとおりを予想しております。

 
連　結 個　別

通期 (前期比) 通期 (前期比)

  百万円 ％  百万円 ％ 

売上高 57,200 (△1.6) 40,600 (△1.6)

営業利益 5,100 (△24.6) 4,000 (△20.4)

経常利益 5,300 (△23.4) 4,700 (△6.7)

当期純利益 3,050 (△9.8) 2,900 (△4.9)

(2）財政状態に関する分析

　①財政状態

　当中間連結会計期間末における資産合計は、主に現金及び預金や受取手形及び売掛金が増加した結果、46,153百万

円となり前連結会計年度末から1,859百万円の増加となりました。

　負債合計は、主に支払手形及び買掛金や未払法人税等が増加した結果、13,807百万円となり前連結会計年度末から

1,026百万円の増加となりました。

　純資産合計は、主に中間純利益の計上等により利益剰余金が増加した結果、32,346百万円となり前連結会計年度末

から832百万円の増加となりました。

　以上の結果、自己資本比率は67.5％となりました。

 

　②キャッシュ・フローの状況

  当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4,912百万円と前連結会計年度末に比べ1,418百万円増加し

ました。各活動によるキャッシュ・フローの内容は以下のとおりです。

 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは2,723百万円の収入となり、前中間連結会計期

間に比べ2,231百万円の増加となりました（前中間連結会計期間は492百万円の収入）。これは主に前中間連結会計

期間と比較してたな卸資産の増減額が1,144百万円増加したことと、仕入債務の増減額が1,955百万円増加したこと

等によるものであります。

  なお、当中間連結会計期間の主な収入は税金等調整前中間純利益2,915百万円、主な支出は売上債権の増加額952

百万円であります。

 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは644百万円の支出となり、前中間連結会計期間

と比較して300百万円の減少となりました（前中間連結会計期間は343百万円の支出）。これは主に国内販売子会社

の株式を追加取得したことに伴う支出265百万円があったこと等によるものであります。

  なお、当中間連結会計期間の主な支出は有形固定資産の取得による支出394百万円であります。

 

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは703百万円の支出となり、前中間連結会計期間

と比較して83百万円の減少となりました（前中間連結会計期間は620百万円の支出）。これは主に前中間連結会計期

間と比較して配当金の支払が60百万円増加したこと等によるものであります。

  なお、当中間連結会計期間の主な支出は配当金の支払額580百万円であります。
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　③キャッシュ・フローのトレンド

平成16年
12月期

平成17年
12月期

平成18年
12月期

平成19年12月
中間期

自己資本比率(％） 52.6 50.1 67.8 67.5

時価ベースの自己資本比率(％） － － 106.7 86.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年） 0.2 2.3 0.5 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 242.5 44.5 29.3 66.3

（算出方法）

・自己資本比率　　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率　　　　　　：株式時価総額／総資産

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（※中間期：有利子負債／営業キャッシュ・フロー×２）

・インタレスト・カバレッジ・レシオ　　：営業キャッシュ・フロー／利払い

　 （注）１　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 ２　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

 ３　時価ベースの自己資本比率については、当社株式が平成17年12月期までは非上場であるため、記載を省略し

ております。

 ４　有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。

 ５　利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主への利益還元を重要課題の一つと認識し、業績の見通し、配当性向、内部留保の水準等を総合的に判

断しながら、長期にわたり安定して株主に報いることを基本方針としており、連結配当性向30％程度を目安として継

続的に株主に利益還元していく所存であります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　内部留保につきましては、将来の収益基盤の拡大を図るため、海外事業展開の強化や研究開発活動の一層の充実、

生産拠点のグローバル最適化の推進などに有効に活用していく所存であります。

　なお、当期の配当につきましては、１株あたり4,000円（うち中間期2,000円）を予定しております。

(4）事業等のリスク

  当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主

な事項を記載しております。当社グループはこれらの潜在的なリスクを認識した上で、その回避並びに顕在化した場

合の適切な対応に努めてまいります。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グルー

プが判断したものです。 

　①産業特性

  当社グループが営むスポーツ用品事業等はスポーツ・レジャー産業に属しております。かかる産業の商品やサービ

スに対する需要は、生活必需品に関わる産業と比較して、景気動向、社会情勢の変化、天候の影響を受けやすい面が

あります。このため、景気動向等の変化により、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

　②国内におけるスポ－ツ用品市場の縮小

  国内におけるスポ－ツ用品市場は、1990年代から始まった日本経済の低迷の影響を受けて市場規模が縮小傾向にあ

り、当面は厳しい状況が続くものと見込まれます。当社グループでは、消費者の健康志向の高まりにより、中長期的

にはスポ－ツの多様化と市場の成長が進むものと予測しておりますが、ゴルフ人口やテニス人口が減少した場合、商

品に対する需要が減少し、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

　③消費者の嗜好の変化

  当社グループの商品は、スポーツ・レジャー用品が中心でありますが、当該分野では消費者の嗜好や流行が短期間

に変化する可能性があります。当社グループでは、新商品の投入、プロ選手との用品使用契約や各種メディアでの宣

伝・広告によるブランドイメージの維持・向上等により、商品の差別化や競争力の確保に努めておりますが、当社グ

－ 5 －



ループが消費者の嗜好の変化等を見誤った場合、変化に対して適切に対応できない場合には、当社グループの業績や

成長性に悪影響が及ぶ可能性があります。 

　④商品開発

  当社グループでは、ゴルフクラブ及びゴルフボールが売上の大部分を占めますが、ゴルフ用品業界におきましては、

メーカー間で熾烈な技術開発競争が続いております。当社グループでは、今後も独自技術に裏付けられた新理論・新

素材・新機能の開発、新技術を生かした商品の投入等を継続する方針ですが、新商品の開発や販売には複雑かつ不確

実な要素が伴うため、かかる新商品の開発等が成功する保証はありません。 

　⑤ゴルフ用品に関するルールの変更

  当社グループが製造販売しております各種ゴルフ用品は、Ｒ＆Ａ(Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews)及

び ＵＳＧＡ(United States Golf Association) が定める様々なルールにより規制されております。これらのルール

が変更されることにより、関連するゴルフ用品の商品規格や販売施策を変更する必要性が生じた場合、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑥特定ブランドへの集中

  当社グループにおきましては、ゴルフクラブの売上の過半を「XXIO(ゼクシオ)」ブランドが占めるため、当該ブラ

ンド商品の販売動向が当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社のオリジナルブランドであ

る「XXIO」ゴルフクラブは、平成12年の発売から現在の４代目に至るまで順調に販売を伸ばしてきましたが、ゴルフ

クラブの開発や販売には上記の不確実な要素が伴うため、同ブランドの成功が今後も継続する保証はありません。

　また、当社グループは、「SRIXON(スリクソン)」ブランドを、国内で主として中・上級者向け商品として展開する

とともに、強化推進中の海外展開における主力ブランドに位置付けております。このため、海外における「SRIXON」

ブランドの認知度向上やシェア拡大の成否が当社グループの業績や成長性に影響を及ぼす可能性があります。

　⑦製造物責任に関するリスク

  当社グループは、当社の定める品質管理基準に従って生産及び仕入を行っております。しかしながら全ての製品に

不良がなく、製造物責任賠償が発生しないという保証はありません。製造物責任賠償については住友ゴム工業㈱を通

じて保険に加入しておりますが、製造物責任問題の発生で企業責任を問われることによる社会的評価の低下は、当社

グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　⑧為替相場の影響について

  ゴルフクラブの部品であるクラブヘッドやゴルフシューズ、テニスラケット等、当社グループが取り扱う商品及び

その原材料は、海外からの輸入品が相当数を占めており、その決済方法としては外貨建決済が殆どであります。一方

で、当社グループは海外への輸出を行っておりますが、現状は外貨建仕入額が外貨建売上額を大きく上回っているた

め、為替相場が円安に転じた場合、当社グループの業績は悪影響を受ける可能性があります。

　当社では、為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で為替予約を行うとともに、海外売上高比率を高め為替

変動によるリスクの軽減を図っていく方針ですが、これにより当該リスクを全て回避できるものではありません。

　⑨原材料・部品等の調達について

  当社グループの売上の大部分を占めるゴルフクラブ及びゴルフボールの主要原材料は、チタン等金属材料及びカー

ボン繊維、合成ゴム、化学薬品等の石油化学製品であります。従って、鋼材、原油等の価格変動が当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループが製造・販売するゴルフクラブの主要部品であるクラブヘッドの殆どは中国で生産されており

ます。当社グループでは、安定的なクラブヘッドの調達を可能とすべく、複数のクラブヘッドメーカーを確保してお

りますほか、当社の関連会社である長維工業股份有限公司及び長維BVI工業股份有限公司によるゴルフクラブヘッド

メーカーの管理を行い、クラブヘッドの安定調達に努めておりますが、当該地域における政治・経済情勢等の変化に

より当社グループの仕入れに支障が生じた場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

　⑩知的財産権について

  当社は、平成17年５月11日付で、住友ゴム工業㈱と「産業財産権譲渡契約」を締結し、商標権、特許権等の産業財

産権を買取りました。

　本書提出日現在、知的財産権に係る訴訟は発生しておりませんが、発生した場合、製品開発への悪影響やブランド

イメージの低下等を招く可能性があります。特に知的財産権に関する侵害訴訟は解決までに相当な時間と費用を要す

るため、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

（トーナメント、スクール運営会社等） 

［連結子会社］ 
㈱ダンロップスポーツエンタープライズ 

［非連結子会社］ 
※㈱ダンロップゴルフショップ 
※㈱ハイマックス 
※㈱ワコーテニス 

（国内ゴルフ場運営会社） 

［連結子会社］ 
播備高原開発㈱ 
㈱ザ・オークレットゴルフクラブ 

［関連会社］ 
※柏泉グリーン開発㈱ 

（国内販売会社） 

［連結子会社］ 
㈱ダンロップスポーツ（注２） 
㈱ダンロップスポーツ中部 
㈱ダンロップスポーツ九州 
㈱ダンロップスポーツ沖縄 
㈱ダンロップスポーツエヌエス（注２） 
㈱ダンロップスポーツ北海道 

（海外販売会社） 

［連結子会社］ 
Srixon Sports USA,Inc. 
Srixon Sports Asia Sdn.Bhd. 
Srixon Sports Europe Ltd. 
Srixon Sports Australasia Pty.Ltd. 

【スポーツ用品事業】 

（国内製造会社） 

（海外メーカー管理） 

［親会社］ 
住友ゴム工業㈱ 

不動産の賃借 
事務の委託等 

部品 

製品 部品・製品 

［当社］ 
 

SRIスポーツ㈱ 
（製造・販売） 

［連結子会社］ 
㈱ダンロップゴルフクラブ 

［関連会社］ 
※長維工業股有限公司 
※長維BVI工業股有限公司 

ライセンス料 

製品 

ブランド貸与 

（ライセンス） 

ライセンス供与先 

製品 

［親会社の子会社］ 
P.T.Sumi Rubber Indonesia 

SRIハイブリッド㈱ 

製品 

外部仕入先 

製品 

【その他事業】 

広告宣伝の委託、 
直営店業務委託等 

製品 

製品 

製品 

製品 

サービス 

サービス 

外
部
顧
客 

　（注）１　社名に※印を付している会社は、持分法適用の子会社または関連会社であります。

２　㈱ダンロップスポーツと㈱ダンロップスポーツエヌエスは、2007年７月１日付で合併しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　我々ＳＲＩスポーツグループは、スポーツを愛する全ての人々に、「充実」「爽快」「楽しい」を実現する高品質

で魅力的な商品やサービスを提供することを通して、豊かな社会創りに貢献することを経営の基本理念としておりま

す。

　また、当社グループは、「独自の技術と経験をもとに常に新しい価値を創造し、幅広く顧客から信頼されるグロー

バルオンリーワン企業を目指す。」というビジョンのもと、スポーツ市場の継続的な発展・拡大のため、業界の中で

リーダーシップを取り、より多くの人々がスポーツの楽しさを感じていただけるような提案や取り組みを行ってまい

ります。

　さらに、今後ますます強く求められる企業の社会的責任に応えるため、コーポレート・ガバナンス体制の強化とコ

ンプライアンスの徹底を図ってまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、グループの強みを最大限に生かしてグローバル化を進め、「売上高1,000億円以上」、「海外売上

高比率30％以上」、「売上高経常利益率10％以上の持続的実現」を中長期的目標として掲げております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは国内及び韓国・台湾においては「DUNLOP(ダンロップ)」ブランドを、欧米をはじめとするその他の

地域では「SRIXON(スリクソン)」ブランドをハウスブランドとして、ゴルフ・テニス用品を中心に高付加価値の商品

開発を行っております。

　国内市場においては、ゴルフ・テニス用品分野でリーダー企業としての位置を確固たるものにするとともに、海外

においては「SRIXON」ブランドの認知度向上を図りシェアアップを目指します。

　これらを実現するために、スーパーコンピューターを駆使したデジタルシミュレーション技術に基づいた技術開発

力の向上を図り、明確に差別化された魅力的な高機能商品の開発を行います。またマーケティングの強化により、市

場ニーズに即した商品を提供する事で、より多くの方にスポーツの楽しさを提案してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

①顧客との関係強化

　当社グループは、当社商品を通じて顧客と緊密な関係を構築することが、最も重要であると考えております。

　そのため当社グループでは、コンピューター解析により小売店頭で簡易に打撃時のインパクトデータ計測ができる

クラブ診断機の設置、スイングデータ自動診断システムの開発、ゴルフクラブドクター制度によるゴルフクラブアド

バイザーの養成等に加え、商品開発においても、ゴルフクラブの個別カスタマイズ対応（シャフト・スペック・カラー

等）を充実させてまいりました。

　今後は上記のサービス体制強化のほか、ゴルフクラブクラフトマン（ゴルフクラブを加工、調整する技能員）の養

成、ゴルフ場、ゴルフ練習場、テニスクラブなどの活性化対策によるプレー環境の充実などにも注力し、顧客の拡大

と関係強化に努めてまいります。

②海外事業展開の推進

　ゴルフクラブ、ゴルフボール、テニスボールは当社の主力商品でありますが、これらの国内市場の大幅な拡大は見

込み難い状況にあるため、今後の当社グループの成長のためには、積極的な海外展開の推進が重要な課題であると認

識しております。

　海外展開における重点課題は「SRIXON」ブランドの認知・イメージの向上と浸透であり、特にゴルフトーナメント

に出場するトッププロによるブランドの露出が効果的であると考えております。

　今後、海外トッププロとの契約や宣伝・広告等の販売促進投資を継続するとともに、販売拠点、販売人員、管理シ

ステムの最適な配置など、体制整備のスピードアップを図り、確固たるシェアの獲得・向上に努めてまいります。

③商品の企画開発力強化

　変化が激しく多様化する市場に対応するため、以下の観点から更なる商品・技術開発力強化に取り組んでまいりま

す。

1）商品マーケティング力の強化

　顧客ニーズを先取りし、常に信頼される商品を市場に提供するために、顧客の志向、購買に繋がる要素、今後の

トレンド等を早く、正確に捉えて、商品開発を行ってまいります。
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2）基盤技術としての材料開発力強化

　高性能な新規商品の開発には、基礎となる材料開発が必要との考えから、新たな素材や配合物開発を、自社研究

を中心に、素材メーカーや大学等の公的研究機関などとの共同研究も含め、より一層注力して推進してまいります。

3）新たな構造設計への取り組み強化

　打撃時の挙動を解析するコンピューターシミュレーション技術を更に発展させ、より高い性能を持ったゴルフ

ボールやゴルフクラブ等の構造設計を進めます。

　また、打球音・振りやすさなどの顧客の好みに対する感覚的効果など、独自の視点での技術開発を推進してまい

ります。

④経営基盤の確立とコーポレート・ガバナンスの強化

　当社は平成15年に住友ゴム工業㈱から分社独立後着実に自主経営基盤の確立を進めてまいりましたが、今後は、関

係会社も含めた当社グループ全体の最適経営体制の確立を推進していくとともに、継続的な原価低減活動を行い、原

材料価格や為替の変動に左右されにくい収益基盤の確立を目指してまいります。

　また、今後ますます強く求められる企業の社会的責任に応えるため、コーポレート・ガバナンスの継続強化に努め

てまいります。

⑤グループ総合力の発揮とゴルフ市場活性化

　当社グループは、得意先に対して密接で他社と差別化したサービスの提供を図るため、グループ内で保有する販売

チャネル、ゴルフトーナメント運営、ゴルフ及びテニススクール事業等のソフト機能をより有機的に融合させて販売

活動を行ってまいります。

　また、ゴルフ市場活性化委員会に参画するなど、市場全体の活性化を業界団体と連携しながら、積極的に取り組ん

でまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

＜親会社等に関する事項＞

①親会社等の商号等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成19年６月30日現在）

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合
親会社等が発行する株券が上場されて
いる証券取引所等

住友ゴム工業株式会社 親会社 60.4％
㈱東京証券取引所　市場第一部

㈱大阪証券取引所　市場第一部

②住友ゴムグループにおける当社の位置付け及び親会社等との関係

　住友ゴムグループは、住友ゴム工業㈱及び同社の関係会社で構成され、タイヤ事業、スポーツ事業、産業品その

他事業のほか、各事業に付帯・関連するサービス等の事業を展開しております。

　当社は平成15年７月の住友ゴムグループの事業再編に伴い、住友ゴム工業㈱のスポーツ事業部が分社して設立さ

れた会社であり、同社の連結子会社としてスポーツ用品の製造・販売事業を担っております。

＜住友ゴム工業㈱やそのグループ企業との取引関係＞

 (ⅰ）住友ゴム工業㈱との取引について

(a）情報システムに関する取引について

　当社では、事務の効率化及び経済合理性等を勘案し、ホストコンピューター、経理システム、購買システ

ム、グループウェアその他の情報機器等につき、住友ゴムグループの一員としてグループ各社と共同で使用

しております。これらの情報機器等に係る費用は住友ゴム工業㈱が一旦一括して費用を負担し、その後、当

社は負担すべき費用に相当する金額を同社に支払っております。

(b）不動産及び共有設備の賃借について

　当社は、本社事務所、技術研究所等を住友ゴム工業㈱より賃借しております。また、当社は同社の敷地内

に所在するため、ビル内の受付、ロビー、共有会議室等についても応分の負担額を同社に支払っております。

(c）シェアドサービス費用について

　平成15年７月に当社が設立されて以来、当社の経理、人事総務、知的財産管理、物流、品質保証等の業務

を住友ゴム工業㈱に委託し、これら業務に係る費用を「シェアドサービス費用」として平成16年６月まで支

払っておりましたが、平成16年７月より順次、上記業務を自社で行うこととし、平成18年１月以降は原材料

共同購買の費用のみとなっております。

－ 9 －



(d）その他の住友ゴム工業㈱との取引について

　上記のほか、当社は住友ゴム工業㈱に対し、独身寮等の厚生設備に係る使用料、共同広告宣伝費や保険料

に係る当社負担分相当額を支払っております。

 (ⅱ）住友ゴム工業㈱の関係会社との取引について

(a）P.T.Sumi Rubber Indonesia及びＳＲＩハイブリッド㈱との取引について

　当社はP.T.Sumi Rubber Indonesia及びＳＲＩハイブリッド㈱に対し、当社が企画・開発したゴルフボール

の一部及びテニスボールの大半の製造を委託しております。

(b）㈱エスアールアイビジネスアソシエイツとの取引について

　同社は、住友ゴムグループの福利厚生、人材派遣、各種事務の代行を行う会社であり、当社は旅券手配や

借上社宅等の管理等の事務、給与計算の事務処理、車両のリース取引等の業務を委託しております。また、

技術部門への補助業務等に係る人員を同社から受入れております。

(c）㈱エスアールアイシステムズとの取引について

　当社は、㈱エスアールアイシステムズに当社の情報処理システムに係る管理及び運営業務を委託しており

ます。

(d）ＳＲＩエンジニアリング㈱との取引について

　当社はＳＲＩエンジニアリング㈱に対し、ゴルフボール等に係る金型の製造及び管理業務等を委託してお

ります。

(e）ＳＲＩ研究開発㈱との取引について

　当社はＳＲＩ研究開発㈱に対し、当社製品に係る基礎研究、その他研究開発業務の一部を委託しておりま

す。

(f）ＳＲＩロジスティクス㈱との取引について

　当社はＳＲＩロジスティクス㈱に対し、当社が他社より賃借している流通センターにおける荷役業務及び

運送業者手配等の管理業務を委託しております。また、当社は上記の業務につき当社従業員を出向させ、業

務に従事させております。

＜住友ゴム工業㈱との人的関係について＞

　住友ゴム工業㈱の役員または従業員のうち、当中間期末現在、当社の役員を兼ねる者はありません。

　なお、当社グループはその他の住友ゴムグループ各社から出向者を受入れておりません。

＜住友ゴムグループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、住友ゴム工業㈱やそのグループ企業

との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等＞

　住友ゴム工業㈱は、本資料発表日現在、当社議決権の60.4％を所有しておりますが、同社はタイヤ事業に特化

しており、同社への販売または同社からの仕入等の営業取引は殆ど無く、当社グループの事業活動を行う上での

承認事項などの同社からの制約はありません。

＜住友ゴム工業㈱からの一定の独立性確保に関する考え方及びそのための施策＞

　当社は、住友ゴム工業㈱のスポーツ事業部門が分社独立して設立された子会社でありますが、開発・製造・販

売・経営管理等の事業上必要な機能を当社自らが保有し、経営に係る全責任を持って、独立した事業経営を行っ

ております。また、当社グループが営むスポーツ事業は、住友ゴム工業㈱が営むタイヤ事業と明確に分離されて

おり、同社の事前承認を要する事項はありません。また、同社グループとの取引条件については、市場価格や近

隣相場等に基づいて折衝の上決定しております。

＜住友ゴム工業㈱からの一定の独立性確保の状況＞

　当社グループは、一部の業務について住友ゴムグループと協力関係を保ちながら事業展開する方針ですが、上

記の独立性の確保に関する考え方に基づいた施策を行っており、一定の独立性が確保されていると認識しており

ます。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   4,182   4,932   3,514  

２　受取手形及び売掛金 ※3  10,754   11,133   10,109  

３　たな卸資産   7,060   6,828   6,870  

４　繰延税金資産   938   1,114   1,545  

５　その他   984   966   531  

貸倒引当金   △420   △394   △375  

流動資産合計   23,500 51.1  24,580 53.3  22,196 50.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1,2          

(1）建物及び構築物  3,053   2,868   2,942   

(2）機械装置及び運搬具  1,474   1,379   1,438   

(3）土地  3,244   3,214   3,231   

(4）その他  871 8,644 18.8 780 8,242 17.9 839 8,452 19.1

２　無形固定資産           

(1）商標権  5,637   5,007   5,323   

(2）その他  1,712 7,350 16.0 1,472 6,480 14.0 1,597 6,920 15.6

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  829   810   883   

(2）長期貸付金  3,118   3,030   3,056   

(3）繰延税金資産  467   750   611   

(4）差入保証金  1,808   1,657   1,783   

(5）その他  863   1,107   970   

貸倒引当金  △570 6,517 14.1 △506 6,849 14.8 △580 6,725 15.2

固定資産合計   22,512 48.9  21,572 46.7  22,098 49.9

資産合計   46,012 100.0  46,153 100.0  44,294 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金 ※3  3,987   4,835   4,622  

２　短期借入金 ※2  7,743   994   1,050  

３　一年以内返済予定の長
期借入金

  0   －   0  

４　未払金 ※3  2,504   2,651   2,574  

５　未払法人税等   1,998   811   248  

６　賞与引当金   192   190   173  

７　役員賞与引当金   11   1   32  

８　その他   783   1,016   768  

流動負債合計   17,222 37.5  10,500 22.7  9,470 21.4

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   4   －   1  

２　退職給付引当金   1,700   1,749   1,731  

３　役員退職慰労引当金   312   206   203  

４　その他   1,398   1,350   1,374  

固定負債合計   3,415 7.4  3,306 7.2  3,310 7.5

負債合計   20,638 44.9  13,807 29.9  12,780 28.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   6,500   9,207   9,207  

２　資本剰余金   6,500   9,207   9,207  

３　利益剰余金   10,710   12,530   11,379  

株主資本合計   23,710 51.5  30,945 67.1  29,794 67.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差
額金

  132   76   115  

２　繰延ヘッジ損益   △2   10   46  

３　為替換算調整勘定   25   116   71  

評価・換算差額等合計   155 0.3  203 0.4  233 0.5

Ⅲ　少数株主持分   1,508 3.3  1,197 2.6  1,485 3.3

純資産合計   25,374 55.1  32,346 70.1  31,513 71.1

負債純資産合計   46,012 100.0  46,153 100.0  44,294 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   29,882 100.0  28,031 100.0  58,149 100.0

Ⅱ　売上原価   13,630 45.6  13,374 47.7  28,630 49.2

売上総利益   16,252 54.4  14,656 52.3  29,519 50.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１　販売奨励金・販売手数
料

 440   413   784   

２　広告費・拡販対策費  4,359   4,725   8,265   

３　物流費  1,111   1,109   2,190   

４　貸倒引当金繰入額  －   41   121   

５　人件費  2,624   2,851   5,684   

６　賞与引当金繰入額  192   183   167   

７　役員賞与引当金繰入額  11   1   32   

８　退職給付費用  139   52   229   

９　その他  2,480 11,359 38.0 2,501 11,880 42.4 5,276 22,751 39.1

営業利益   4,893 16.4  2,776 9.9  6,767 11.7

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  28   32   61   

２　受取配当金  1   1   5   

３　持分法による投資利益  29   41   110   

４　為替差益  9   111   80   

５　賃貸収入  15   12   29   

６　諸権利使用料  49   12   97   

７　その他  50 184 0.6 110 322 1.1 161 545 0.9

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  37   34   69   

２　たな卸資産処分損  12   16   78   

３　賃貸収入原価  14   12   29   

４　上場関係費用  －   －   101   

５　その他  80 145 0.5 45 109 0.4 117 396 0.7

経常利益   4,931 16.5  2,989 10.6  6,915 11.9

Ⅵ　特別損失           

１　固定資産除売却損 ※1 30   73   69   

２　退職給付費用  277   －   277   

３　減損損失 ※2 476 783 2.6 － 73 0.2 476 822 1.4

税金等調整前中間（当
期）純利益

  4,147 13.9  2,915 10.4  6,093 10.5

法人税、住民税及び事
業税

 2,026   853   3,579   

法人税等調整額  △187 1,838 6.2 342 1,196 4.3 △961 2,618 4.5

少数株主利益(△は損
失)

  116 0.4  △11 △0.1  92 0.2

中間(当期)純利益   2,192 7.3  1,730 6.2  3,382 5.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年6月30日）

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

平成17年12月31日残高 6,500 6,500 9,066 22,066

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － △520 △520

中間純利益 － － 2,192 2,192

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 1,643 1,643

平成18年６月30日残高 6,500 6,500 10,710 23,710

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成17年12月31日残高 77 － 24 102 1,419 23,589

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － － － △520

中間純利益 － － － － － 2,192

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

54 △2 0 52 88 141

中間連結会計期間中の変動額合計 54 △2 0 52 88 1,785

平成18年６月30日残高 132 △2 25 155 1,508 25,374
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当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年6月30日）

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

平成18年12月31日残高 9,207 9,207 11,379 29,794

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － △580 △580

中間純利益 － － 1,730 1,730

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 1,150 1,150

平成19年６月30日残高 9,207 9,207 12,530 30,945

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成18年12月31日残高 115 46 71 233 1,485 31,513

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － － － △580

中間純利益 － － － － － 1,730

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

△39 △36 45 △30 △287 △317

中間連結会計期間中の変動額合計 △39 △36 45 △30 △287 832

平成19年６月30日残高 76 10 116 203 1,197 32,346
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前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

平成17年12月31日　残高 6,500 6,500 9,066 22,066

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 2,707 2,707 － 5,415

剰余金の配当（注） － － △520 △520

剰余金の配当 － － △520 △520

役員賞与の支給（注） － － △29 △29

当期純利益 － － 3,382 3,382

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計 2,707 2,707 2,313 7,728

平成18年12月31日　残高 9,207 9,207 11,379 29,794

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成17年12月31日　残高 77 － 24 102 1,419 23,589

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 － － － － － 5,415

剰余金の配当（注） － － － － － △520

剰余金の配当 － － － － － △520

役員賞与の支給（注） － － － － － △29

当期純利益 － － － － － 3,382

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

38 46 46 130 65 196

連結会計年度中の変動額合計 38 46 46 130 65 7,924

平成18年12月31日　残高 115 46 71 233 1,485 31,513

　（注）　定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  4,147 2,915 6,093

減価償却費  1,024 967 2,098

固定資産除売却損  30 73 69

減損損失  476 － 476

退職給付費用（特別損失）  277 － 277

持分法による投資利益  △29 △41 △110

ゴルフ会員権関連損失  4 19 50

たな卸資産処分損  12 16 78

貸倒引当金の増減額（△は減少額）  △38 △1 △44

退職給付引当金の増減額（△は減少額）  35 16 65

前払年金費用の増減額（△は増加額）  △67 △133 △177

受取利息及び受取配当金  △28 △33 △66

支払利息  37 34 69

上場関係費用  － － 101

売上債権の増減額（△は増加額）  △998 △952 △320

たな卸資産の増減額（△は増加額）  △1,068 76 △888

仕入債務の増減額（△は減少額）  △1,834 120 △1,238

未収入金の増減額（△は増加額）  445 58 425

未払金の増減額（△は減少額）  △280 105 △257

その他  △474 △284 △149

小計  1,671 2,959 6,554

利息及び配当金の受取額  48 97 87

利息の支払額  △19 △41 △70

法人税等の支払額  △1,208 △291 △4,512

営業活動によるキャッシュ・フロー  492 2,723 2,058

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △404 △394 △672

有形固定資産の売却による収入  3 29 35

無形固定資産の取得による支出  △32 △28 △66

短期貸付金の純増減額（△は増加額）  41 △2 48

長期貸付による支出  △20 △22 △49

長期貸付金の回収による収入  25 40 102

子会社株式の追加取得  － △265 －

その他  42 △1 5

投資活動によるキャッシュ・フロー  △343 △644 △596

Ⅲ　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（△は減少額）  △89 △110 △6,829

長期借入金の返済による支出  △2 △2 △2

新株発行による収入  － － 5,415

配当金の支払額  △520 △580 △1,040

少数株主への配当金の支払額  △12 △10 △12

上場関係費用の支出  － － △101

その他  3 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △620 △703 △2,571

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △1 43 △5

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）  △473 1,418 △1,115

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,379 3,494 4,379

Ⅶ　連結範囲異動に伴う現金及び現金同等物の増
加額

 230 － 230

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  4,136 4,912 3,494
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　14社

主要な連結子会社名

㈱ダンロップスポーツ

㈱ダンロップスポーツ中部

㈱ダンロップゴルフクラブ

Srixon Sports USA,Inc.

　㈱ダンロップスポーツ北海道

は、当中間連結会計期間に取締

役の異動により、実質的に支配

していると認められる状況に

なったため、当中間連結会計期

間より、連結子会社に含めてお

ります。

　また、前連結会計年度まで連

結子会社であった㈱ダンロップ

スポーツ中国及び㈱ダンロップ

スポーツ四国は、㈱ダンロップ

スポーツとの合併により、それ

ぞれ消滅しました。

(1）連結子会社の数　14社

主要な連結子会社名

㈱ダンロップスポーツ

㈱ダンロップスポーツ中部

㈱ダンロップゴルフクラブ

Srixon Sports USA,Inc.

(1）連結子会社の数　14社

主要な連結子会社名

㈱ダンロップスポーツ

㈱ダンロップスポーツ中部

㈱ダンロップゴルフクラブ

Srixon Sports USA,Inc.

　㈱ダンロップスポーツ北海道

は取締役の異動により、実質的

に支配していると認められる状

況になったため、当中間連結会

計期間末より連結子会社に含め

ております。なお、下期に同社

株式を追加取得した結果、当社

の100％子会社となっておりま

す。

　また、前連結会計年度まで連

結子会社であった㈱ダンロップ

スポーツ中国及び㈱ダンロップ

スポーツ四国は、㈱ダンロップ

スポーツとの合併によりそれぞ

れ消滅しました。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ダンロップゴルフショップ

㈱ワコーテニス

㈱ハイマックス

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

同左 

 　　

　

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

同左

 　　

　　　

(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社はいずれも小規

模であり、売上高、総資産、中

間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

(連結の範囲から除いた理由)

　同左　

(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社はいずれも小規

模であり、売上高、総資産、当

期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の

非連結子会社数　３社

会社名

㈱ダンロップゴルフショップ

㈱ワコーテニス

㈱ハイマックス

(1）持分法適用の

非連結子会社数　３社

会社名

同左

 

 

(1）持分法適用の

非連結子会社数　３社

会社名

同左

 

 

(2）持分法適用の

関連会社数　３社

会社名

柏泉グリーン開発㈱

長維工業股份有限公司

長維BVI工業股份有限公司

　㈱ダンロップスポーツ北海道

は、当中間連結会計期間に取締

役の異動により、実質的に支配

していると認められる状況に

なったため、当中間連結会計期

間より、連結子会社に含めてお

り、持分法適用の範囲から除外

しております。

(2）持分法適用の

関連会社数　３社

会社名

柏泉グリーン開発㈱

長維工業股份有限公司

長維BVI工業股份有限公司

(2）持分法適用の

関連会社数　３社

会社名

柏泉グリーン開発㈱

長維工業股份有限公司

長維BVI工業股份有限公司

　㈱ダンロップスポーツ北海道

は取締役の異動により、実質的

に支配していると認められる状

況になったため、当中間連結会

計期間末より連結子会社に含め

ており、持分法適用範囲から除

外しております。

(3）持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社はありませ

ん。

(3）同左 (3）持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社はありませ

ん。

(4）持分法適用会社の中間決算日は、

全て中間連結決算日と一致して

おります。

(4）同左 (4）持分法適用会社の決算日は全て

連結決算日と一致しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３　連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社の中間決算日はすべて

中間連結決算日と一致しております。

　同左 　連結子会社の決算日は全て連結決

算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券：

時価のあるもの…中間決算日

の市場価格等にもとづく時価

法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価

は主として総平均法により算

定しております）

時価のないもの…主として総

平均法による原価法

①　有価証券

　同左

 

 

①　有価証券

その他有価証券：

時価のあるもの…決算日の市

場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は主と

して総平均法により算定して

おります）

時価のないもの…主として総

平均法による原価法

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

　同左

②　デリバティブ

　同左

③　たな卸資産

主として総平均法による低価法

③　たな卸資産

　同左

③　たな卸資産

　同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

主として定率法

（ただし、在外子会社について

は定額法）

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬

具
４～17年

工具器具及び備品 ２～20年

①　有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得

したもの：

　主として旧定率法

平成19年４月１日以降に取得し

たもの：

　主として定率法

（ただし、在外子会社につい

ては定額法）

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬

具
４～17年

工具器具及び備品 ２～20年

①　有形固定資産

主として定率法

（ただし、在外子会社について

は定額法）

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬

具
４～17年

工具器具及び備品 ２～20年

　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間連結会計期間より、平成19年

４月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。　

　この変更に伴う営業利益、経

常利益、中間純利益に与える影

響額は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、（セグメント情報）

に記載しております。

②　無形固定資産

定額法

　在外子会社については、各国

の会計規則、税法等による定額

法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用

しています。

　また、商標権については10年、

特許権については８年にて償却

しております。

②　無形固定資産

　同左

　

　

　

②　無形固定資産

　同左

　

　

 

(3）繰延資産の処理方法 ①　－ ①　－ ①　株式交付費

　支出時に全額費用処理してお

ります。

－ 19 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

①　貸倒引当金

　　同左

①　貸倒引当金

　　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、定期的に支給する従業員賞与

の当中間連結会計期間に負担すべ

き見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度に負担すべき

支給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、

当中間連結会計期間に負担すべき

支給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金

　　同左

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度に負担すべき支給

見込額を計上しております。

　（会計基準の変更）

  当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29

日　企業会計基準第４号）を適用

しております。

　この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益が、11百万円減少

しております。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、（セグメント情報）に記

載しております。

　（追加情報）

　当中間連結会計期間より、当社

及び一部の連結子会社において役

員賞与を役員報酬に含めて支給し

ているため、当該会社においては

役員賞与引当金を計上しておりま

せん。

　（会計基準の変更）

　当連結会計年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年11月29日　

企業会計基準第４号）を適用して

おります。

　この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益が、32百万円減少

しております。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、（セグメント情報）に記

載しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法

により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による定

額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法

により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による定

額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法

により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による定

額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

（追加情報）

　連結子会社である㈱ダンロップ

スポーツは、退職給付債務の算定

にあたり、前連結会計年度は、

「退職給付会計に関する実務指

針」（日本公認会計士協会会計制

度委員会報告第13号　平成11年９

月14日）に定める簡便法により算

定しておりましたが、同社と㈱ダ

ンロップスポーツ中国及び㈱ダン

ロップスポーツ四国との合併によ

り従業員数が300人を超えたため、

当中間連結会計期間より原則法に

変更しております。

　この変更に伴い、当期首におけ

る退職給付債務について計算した

簡便法と原則法の差額277百万円

を特別損失に計上しております。

（追加情報）

　連結子会社である㈱ダンロップ

スポーツは、退職給付債務の算定

にあたり、前連結会計年度は、

「退職給付会計に関する実務指

針」（日本公認会計士協会会計制

度委員会報告第13号　平成11年９

月14日）に定める簡便法により算

定しておりましたが、同社と㈱ダ

ンロップスポーツ中国及び㈱ダン

ロップスポーツ四国との合併によ

り従業員数が300人を超えたため、

当中間連結会計期間より原則法に

変更しております。

　この変更に伴い、当期首におけ

る退職給付債務について計算した

簡便法と原則法の差額277百万円

を特別損失に計上しております。

－ 20 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

⑤　役員退職慰労引当金

　国内連結子会社は役員の退職慰

労金の支出に備えるため、内規に

よる当中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

　　同左

⑤　役員退職慰労引当金

　国内連結子会社は役員の退職慰

労金の支出に備えるため、内規に

よる当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　同左 　同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ会計を採用しており

ます。

　なお、為替予約については振当

処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　　同左

　

①　ヘッジ会計の方法

　　同左

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債

権債務

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債

権債務及び外

貨建予定取引

③　ヘッジ方針

　当社及び連結子会社の内部規定

に基づき、為替変動リスクを回避

するために行っております。

③　ヘッジ方針

　　同左

③　ヘッジ方針

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資

産・負債又は予定取引に関する重

要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時及びその後も継続し

てキャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定することが

できるため、事後的なヘッジ有効

性評価は実施しておりません。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、中間連結貸借対照表上、

預り消費税等と仮払消費税等の相

殺後の額243百万円を流動負債の

「未払金」に含め、相殺後の額11

百万円を流動資産の「その他」に

含めて表示しております。

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、中間連結貸借対照表上、

預り消費税等と仮払消費税等の相

殺後の額235百万円を流動負債の

「未払金」に含め、相殺後の額6

百万円を流動資産の「その他」に

含めて表示しております。

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、連結貸借対照表上、預り

消費税等と仮払消費税等の相殺消

去後の納付額78百万円を流動負債

の「未払金」に含め、相殺後の還

付額44百万円を流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

②　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しておりま

す。

　当社、一部の国内連結子会社及

び一部の国内持分法適用会社は連

結納税子会社になります。

②　－ ②　連結納税制度の適用

　当社、一部の国内連結子会社及

び一部の国内持分法適用子会社は、

当連結会計年度より住友ゴム工業

㈱を連結親法人とする連結納税制

度の適用を受けておりましたが、

当社が上場したことに伴い、住友

ゴム工業㈱の完全子会社ではなく

なったことから、同社の連結納税

制度から離脱しております。

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない、取得日から３ケ月以内

に償還期限の到来する短期投資から

なります。

　同左 　同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会

計基準適用指針第６号）を適用しております。

これにより税金等調整前中間純利益は476百万

円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

─── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基

準適用指針第６号）を適用しております。こ

れにより税金等調整前当期純利益は476百万円

減少しております。

　また、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、（セ

グメント情報）に記載しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基

準適用指針第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準適用指針第８号）を適用して

おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は23,868百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。

─── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は29,981百万円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度末における連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。

───

 

───

 

（ゴルフトーナメント運営受託収入の表示）

　連結子会社である㈱ダンロップスポーツエ

ンタープライズは、ゴルフトーナメント運営

受託収入のうちトーナメント参加選手へ支払

われる賞金部分について、従来まで売上高に

含めて表示しておりましたが、当該取引の経

済的実態を勘案し、売上高の経営指標として

の有用性をより高めるために、当連結会計年

度より売上高から除いて表示しております。

この変更により、売上高及び売上原価はそれ

ぞれ1,050百万円減少しておりますが、売上総

利益に与える影響はありません。

　なお、セグメント情報に与える影響は、（セ

グメント情報）に記載しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間まで流動資産に区分掲記しておりま

した「短期貸付金」(当中間連結会計期間末の残高は6百万

円)については、資産総額の100分の５以下であるため、当

中間連結会計期間より流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで営業外費用に区分掲記しており

ました「休止設備減価償却費」（当中間連結会計期間は0

百万円）については、営業外費用総額の100分の10以下で

あるため、当中間連結会計期間より営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「前払年金

費用の増減額」及び「未収入金の増減額」は、当中間連結

会計期間より区分掲記しております。なお、前中間連結会

計期間の「前払年金費用の増減額」は、△119百万円、「未

収入金の増減額」は、291百万円であります。

──―

 

  

 

 

──―

 

 

 

 

 

──―
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 15,449百万円  15,911百万円  15,762百万円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

建物及び構築物 58百万円

土地 260百万円

計 318百万円

建物及び構築物 61百万円

土地 260百万円

計 321百万円

建物及び構築物 62百万円

土地 260百万円

計 323百万円

　担保付債務は次のとおりです。 　担保付債務は次のとおりです。 　担保付債務は次のとおりです。

短期借入金 181百万円

計 181百万円

短期借入金 105百万円

計 105百万円

短期借入金 120百万円

計 120百万円

※３　－

　

※３　中間連結会計期間末日満期手形等の処

理

　当中間連結会計期間の連結決算日は銀

行休業日でありましたが、同日が満期日

の下記の手形等は、実際の決済日に処理

しております。

※３　連結会計年度末日満期手形等の処理

 

　当連結会計年度の連結決算日は銀行休

業日でありましたが、同日が満期日の下

記の手形等は、実際の決済日に処理して

おります。

受取手形及び売掛金 30百万円

支払手形及び買掛金 1,115百万円

未払金 139百万円

受取手形及び売掛金 112百万円

支払手形及び買掛金 854百万円

未払金 102百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　固定資産除売却損 ※１　固定資産除売却損 ※１　固定資産除売却損

　主として当社における機械装置の更新

に伴う廃棄損並びに国内直営店閉鎖に伴

う建物及び付属設備の除却に伴う損失で

あります。

　主として当社における機械装置の廃棄

損並びに国内直営店の移転における現状

復帰に伴う損失であります。

　内訳は下記のとおりであります。

建物及び構築物 　20百万円

機械装置及び運搬具  13百万円

工具器具及び備品  12百万円

廃棄費用他  22百万円

計 69百万円

※２　減損損失

　当中間連結会計期間において以下の資

産について減損損失を計上しております。

※２　－

 

※２　減損損失

　当連結会計年度において以下の資産に

ついて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

兵庫県丹
波市

遊休資産 土地 80

兵庫県赤
穂郡上郡
町

事業用資
産

建物及び
構築物、
土地等

311

千葉県市
原市

遊休資産
建物及び
構築物、
土地

85

計 476

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

兵庫県丹
波市

遊休資産 土地 80

兵庫県赤
穂郡上郡
町

事業用資
産

建物及び
構築物、
土地等

311

千葉県市
原市

遊休資産
建物及び
構築物、
土地

85

計 476

　当社グループは、事業用資産について

は事業区分毎に、遊休資産については物

件単位毎にグルーピングを実施しており

ます。

　収益性の悪化又は市場価格の著しい下

落により、帳簿価格に対して時価が下落

している上記資産グループについて回収

可能額まで減額し、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、回収可能価額は正味売却価額に

て算定しております。

　当社グループは、事業用資産について

は事業区分毎に、遊休資産については物

件単位毎にグルーピングを実施しており

ます。

　収益性の悪化又は市場価格の著しい下

落により、帳簿価格に対して時価が下落

している上記資産グループについて回収

可能額まで減額し、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、回収可能価額は正味売却価額に

て測定しており、時価の算定方法は、主

として不動産鑑定評価額により算出して

おります。

－ 25 －



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 260,000 － － 260,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

－ － － － －

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４　配当に関する事項

(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

平成18年３月28日

定時株主総会
普通株式 520 2,000 平成17年12月31日 平成18年３月29日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成18年８月25日

取締役会
普通株式 利益剰余金 520 2,000 平成18年６月30日 平成18年９月29日
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当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数(株)
当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式 290,000 － － 290,000

合計 290,000 － － 290,000

（注） 当中間連結会計期間末までに取得及び保有している自己株式はありません。

２　配当に関する事項

(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

平成19年３月23日

定時株主総会
普通株式 580 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年８月９日

取締役会
普通株式 580 利益剰余金 2,000 平成19年６月30日 平成19年９月６日

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株

式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末株
式数(株)

発行済株式     

普通株式 260,000 30,000 － 290,000

合計 260,000 30,000 － 290,000

　（注）１　普通株式の発行済株式総数の増加30,000株は公募による新株の発行によるものであります。

２　当連結会計年度末までに取得及び保有している自己株式はありません。

２　配当に関する事項

(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

平成18年３月28日

定時株主総会
普通株式 520 2,000 平成17年12月31日 平成18年３月29日

平成18年８月25日

取締役会
普通株式 520 2,000 平成18年６月30日 平成18年９月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年３月23日

定時株主総会
普通株式 580 利益剰余金 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 4,182百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△45百万円

現金及び現金同等物 4,136百万円

現金及び預金勘定 4,932百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△20百万円

現金及び現金同等物 4,912百万円

現金及び預金勘定 3,514百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△19百万円

現金及び現金同等物 3,494百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

（借主側） （借主側） （借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

65 27 37

工具器
具及び
備品

401 230 170

(無形固
定資産)
その他

47 21 25

合計 514 280 234

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

54 22 31

工具器
具及び
備品

612 194 417

(無形固
定資産)
その他

55 17 38

合計 722 234 487

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

64 35 28

工具器
具及び
備品

363 186 176

(無形固
定資産)
その他

42 16 26

合計 470 238 232

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

②　未経過リース料中間期末残高相当額等 ②　未経過リース料中間期末残高相当額等 ②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

一年内 80百万円

一年超 154百万円

合計 234百万円

一年内 121百万円

一年超 366百万円

合計 487百万円

一年内 84百万円

一年超 147百万円

合計 232百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高相当額

が有形固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高相当額が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定してお

ります。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

支払リース料 53百万円

減価償却費相当額 53百万円

支払リース料 49百万円

減価償却費相当額 49百万円

支払リース料 104百万円

減価償却費相当額 104百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

　同左

④　減価償却費相当額の算定方法

　同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

一年内 31百万円

一年超 118百万円

合計 150百万円

一年内 30百万円

一年超 104百万円

合計 134百万円

一年内 30百万円

一年超 103百万円

合計 134百万円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

　　同左

（減損損失について）

　　同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間決算日における中間
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

①　株式 194 413 219

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 194 413 219

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 12

合計 12

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間決算日における中間
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

①　株式 170 325 155

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 170 325 155

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 30

合計 30
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前連結会計年度末（平成18年12月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
決算日における連結貸借
対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

①　株式 165 380 214

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 165 380 214

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 12

合計 12

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引    

 売建    

 米ドル（円買） 644 635 △8

 ユーロ（円買） 277 288 11

合計 922 924 3

　（注）１　ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除いております。

２　為替予約はヘッジ目的で行っており、その評価損益は、当中間連結会計期間の損益に含めております。

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、開示の対象となるものはありません。

前連結会計年度末（平成18年12月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引    

 売建    

 米ドル（円買） 32 34 △1

合計 32 34 △1

　（注）１　ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除いております。

２　為替予約はヘッジ目的で行っており、その評価損益は、当連結会計年度の損益に含めております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 
スポーツ用品
（百万円）

その他
（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 28,397 1,485 29,882 － 29,882

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
56 230 287 (287) －

計 28,454 1,715 30,169 (287) 29,882

営業費用 23,497 1,788 25,285 (295) 24,989

営業利益又は営業損失（△） 4,957 △72 4,884 8 4,893

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1）スポーツ用品事業……ゴルフ用品、テニス用品等の製造・販売

（ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフバッグ、ゴルフシューズ、テニスラケット、

テニスボール、テニスシューズ等）

ライセンスビジネス

(2）その他の事業…………ゴルフトーナメントの運営、ゴルフスクール・テニススクールの運営、ゴルフ場の

運営、他

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

４　当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会

計基準第４号）を適用しております。この結果、従来の方法に比べて、スポーツ用品セグメントにおいて、

営業費用が11百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 
スポーツ用品
（百万円）

その他
（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 26,590 1,441 28,031 － 28,031

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
54 240 295 (295) －

計 26,645 1,681 28,327 (295) 28,031

営業費用 23,819 1,739 25,558 (303) 25,254

営業利益又は営業損失（△） 2,826 △57 2,768 8 2,776

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1）スポーツ用品事業……ゴルフ用品、テニス用品等の製造・販売

（ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフバッグ、ゴルフシューズ、テニスラケット、

テニスボール、テニスシューズ等）

ライセンスビジネス

(2）その他の事業…………ゴルフトーナメントの運営、ゴルフスクール・テニススクールの運営、ゴルフ場の

運営、他

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

４　法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴う各セグメントの営業利益に

与える影響額は軽微であります。
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前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
スポーツ用品
（百万円）

その他
（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 52,836 5,313 58,149 － 58,149

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
128 820 948 (948) －

計 52,964 6,133 59,098 (948) 58,149

営業費用 46,493 5,854 52,347 (964) 51,382

営業利益 6,471 279 6,751 15 6,767

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）スポーツ用品事業……ゴルフ用品、テニス用品等の製造・販売

（ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフバッグ、ゴルフシューズ、テニスラケット、

テニスボール、テニスシューズ等）

ライセンスビジネス

(2）その他事業……………ゴルフトーナメントの運営、ゴルフスクール・テニススクールの運営、ゴルフ場の

運営、他

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

４　当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基

準第４号）を適用しております。この結果、従来の方法に比べて、スポーツ用品事業において、営業費用が

31百万円、その他事業において0百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。

５　連結子会社である㈱ダンロップスポーツエンタープライズは、ゴルフトーナメント運営受託収入のうちトー

ナメント参加選手へ支払われる賞金部分について、従来まで売上高に含めて表示しておりましたが、当該取

引の経済的実態を勘案し、売上高の経営指標としての有用性をより高めるために、当連結会計年度より売上

高から除いて表示しております。この変更により、その他事業において、売上高及び営業費用はそれぞれ

1,050百万円減少しておりますが、営業利益に与える影響はありません。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略してお

ります。

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 
日本

（百万円）
その他

（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 24,343 3,688 28,031 － 28,031

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,820 18 1,838 (1,838) －

計 26,163 3,706 29,870 (1,838) 28,031

営業費用 23,578 3,494 27,072 (1,817) 25,254

営業利益又は営業損失（△） 2,585 212 2,798 △21 2,776

　（注）１　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　その他…………北米、欧州、アジア、オセアニア

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。　　

３　法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴う日本セグメントの営業利益

に与える影響額は軽微であります。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略してお

ります。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

海外売上高（百万円） 連結売上高（百万円）
連結売上高に占める海外売上高の割
合（％）

4,497 29,882 15.0

　（注）１　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。
２　各国又は地域ごとの売上高が連結売上高の10％未満であるため、区分しておりません。

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

海外売上高（百万円） 連結売上高（百万円）
連結売上高に占める海外売上高の割
合（％）

5,091 28,031 18.2

　（注）１　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。
２　各国又は地域ごとの売上高が連結売上高の10％未満であるため、区分しておりません。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

海外売上高（百万円） 連結売上高（百万円）
連結売上高に占める海外売上高の割
合（％）

7,836 58,149 13.5

　（注）１　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。
２　各国又は地域ごとの売上高が連結売上高の10％未満であるため、区分しておりません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産

額
91,792円03銭

１株当たり中間純

利益
8,434円53銭

１株当たり純資産

額
107,409円44銭

１株当たり中間純

利益
5,968円49銭

１株当たり純資産

額
103,544円88銭

１株当たり当期純

利益
12,687円37銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下の通りであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 25,374 32,346 31,513

純資産の部の合計額と１株当たり純資産

額の算定に用いられた普通株式に係る純

資産額との差額（百万円）

1,508 1,197 1,485

（うち少数株主持分） (1,508) (1,197) (1,485)

普通株式に係る純資産額（百万円） 23,865 31,148 30,028

普通株式の発行済株式数（株） 260,000 290,000 290,000

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の株数（株）
260,000 290,000 290,000

２　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下の通りであります。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,192 1,730 3,382

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,192 1,730 3,382

普通株式の期中平均株式数（株） 260,000 290,000 266,575

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　　当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。
 

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前期比
（％）

スポーツ用品事業 6,565 148.5 5,218 79.5 11,755 120.8

その他事業 － － － － － －

合計 6,565 148.5 5,218 79.5 11,755 120.8

（注）１　金額は当社及び連結子会社の製造原価によっております。

２　スポーツ用品事業の内訳は、全てゴルフ用品であります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当社は、主に過去の実績と将来の需要の予測による見込生産をしておりますので、受注実績については記載してお

りません。

(3）販売実績

　　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。
 

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前期比
（％）

ゴルフ用品 24,917 112.3 23,134 92.8 46,256 108.6

テニス用品 3,252 107.1 3,237 99.5 6,087 101.6

ライセンス収入 227 98.4 218 96.1 492 100.5

スポーツ用品事業 28,397 111.6 26,590 93.6 52,836 107.6

その他事業 1,485 88.5 1,441 97.0 5,313 88.9

合計 29,882 110.2 28,031 93.8 58,149 105.6

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

３　総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の相手先はありません。
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  542   729   73   

２　受取手形 ※2 861   196   617   

３　売掛金 ※2 12,173   14,420   13,179   

４　たな卸資産  5,177   4,769   4,953   

５　未収入金 ※2 2,594   2,271   2,320   

６　その他  2,193   965   2,517   

貸倒引当金  △1,036   △61   △1,151   

流動資産合計   22,506 52.3  23,292 53.1  22,510 52.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1          

(1）建物  1,313   1,233   1,251   

(2）機械及び装置  1,239   1,141   1,212   

(3）土地  1,541   1,541   1,541   

(4）その他  1,253   1,067   1,170   

有形固定資産合計  5,348  12.4 4,983  11.4 5,177  12.1

２　無形固定資産           

(1）商標権  5,637   5,007   5,323   

(2）その他  1,611   1,383   1,497   

無形固定資産合計  7,249  16.9 6,391  14.6 6,820  16.0

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式  3,883   4,180   3,915   

(2）関係会社長期貸付金  2,951   4,071   2,901   

(3）その他  2,460   3,384   2,679   

    貸倒引当金  －   △1,097   －   

  　関係会社株式評価引
当金

 △1,356   △1,356   △1,356   

投資その他の資産合計  7,938  18.4 9,182  20.9 8,138  19.1

固定資産合計   20,536 47.7  20,557 46.9  20,136 47.2

資産合計   43,043 100.0  43,850 100.0  42,647 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形 ※2 713   728   473   

２　買掛金 ※2 4,219   4,836   4,859   

３　短期借入金  6,900   －   －   

４　未払金 ※2 1,906   2,060   1,832   

５　未払法人税等  1,469   610   100   

６　預り金  5,184   6,068   7,181   

７　賞与引当金  84   82   76   

８　役員賞与引当金  11   －   16   

９　その他  263   321   158   

流動負債合計   20,752 48.2  14,708 33.6  14,699 34.5

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金  343   332   342   

２　その他  468   468   468   

固定負債合計   812 1.9  801 1.8  811 1.9

負債合計   21,564 50.1  15,509 35.4  15,510 36.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   6,500 15.1  9,207 21.0  9,207 21.6

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  6,500   9,207   9,207   

資本剰余金合計   6,500 15.1  9,207 21.0  9,207 21.6

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

別途積立金  2,500   5,500   2,500   

繰越利益剰余金  5,892   4,392   6,105   

利益剰余金合計   8,392 19.5  9,892 22.5  8,605 20.1

株主資本合計   21,392 49.7  28,307 64.5  27,020 63.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差
額金

 89   23   69   

２　繰延ヘッジ損益  △2   10   46   

評価・換算差額等合計   86 0.2  33 0.1  116 0.3

純資産合計   21,479 49.9  28,340 64.6  27,136 63.6

負債純資産合計   43,043 100.0  43,850 100.0  42,647 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   22,587 100.0  20,635 100.0  41,278 100.0

Ⅱ　売上原価 ※4  12,644 56.0  11,958 58.0  23,647 57.3

売上総利益   9,942 44.0  8,676 42.0  17,630 42.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※4  6,203 27.5  6,549 31.7  12,604 30.5

営業利益   3,739 16.5  2,127 10.3  5,026 12.2

Ⅳ　営業外収益 ※1  409 1.8  731 3.5  593 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※2  392 1.7  39 0.2  583 1.4

経常利益   3,755 16.6  2,819 13.6  5,036 12.2

Ⅵ　特別損失 ※3,5  136 0.6  65 0.3  150 0.4

税引前中間（当期）純
利益

  3,618 16.0  2,753 13.3  4,885 11.8

法人税、住民税及び事
業税

 1,470   658   2,753   

法人税等調整額  △167 1,302 5.7 229 887 4.3 △917 1,836 4.4

中間（当期）純利益   2,316 10.3  1,866 9.0  3,049 7.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成17年12月31日　残高 6,500 6,500 1,750 4,868 6,618 19,618

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － △520 △520 △520

役員賞与の支給 － － － △22 △22 △22

別途積立金の積立 － － 750 △750 － －

中間純利益 － － － 2,316 2,316 2,316

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 － － 750 1,024 1,774 1,774

平成18年６月30日　残高 6,500 6,500 2,500 5,892 8,392 21,392

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成17年12月31日　残高 13 － 13 19,631

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － － △520

役員賞与の支給 － － － △22

別途積立金の積立 － － － －

中間純利益 － － － 2,316

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

75 △2 72 72

中間会計期間中の変動額合計 75 △2 72 1,847

平成18年６月30日　残高 89 △2 86 21,479
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当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成18年12月31日　残高 9,207 9,207 2,500 6,105 8,605 27,020

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － △580 △580 △580

別途積立金の積立 － － 3,000 △3,000 － －

中間純利益 － － － 1,866 1,866 1,866

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 － － 3,000 △1,713 1,286 1,286

平成19年６月30日　残高 9,207 9,207 5,500 4,392 9,892 28,307

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成18年12月31日　残高 69 46 116 27,136

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － － △580

別途積立金の積立 － － － －

中間純利益 － － － 1,866

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△46 △36 △82 △82

中間会計期間中の変動額合計 △46 △36 △82 1,204

平成19年６月30日　残高 23 10 33 28,340
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成17年12月31日　残高 6,500 6,500 1,750 4,868 6,618 19,618

事業年度中の変動額       

新株の発行 2,707 2,707 － － － 5,415

剰余金の配当（注） － － － △520 △520 △520

剰余金の配当 － － － △520 △520 △520

役員賞与の支給（注） － － － △22 △22 △22

別途積立金の積立（注） － － 750 △750 － －

当期純利益 － － － 3,049 3,049 3,049

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計 2,707 2,707 750 1,237 1,987 7,402

平成18年12月31日　残高 9,207 9,207 2,500 6,105 8,605 27,020

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成17年12月31日　残高 13 － 13 19,631

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 5,415

剰余金の配当（注） － － － △520

剰余金の配当 － － － △520

役員賞与の支給（注） － － － △22

別途積立金の積立（注） － － － －

当期純利益 － － － 3,049

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

56 46 102 102

事業年度中の変動額合計 56 46 102 7,504

平成18年12月31日　残高 69 46 116 27,136

　（注）　平成18年３月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

②　その他有価証券

時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

総平均法により算定しておりま

す。）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

　時価のあるもの

　同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は総平

均法により算定しております。）

時価のないもの

総平均法による原価法

  時価のないもの

　同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品

総平均法による低価法

②　原材料

総平均法による原価法

③　貯蔵品

最終仕入原価法

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品

　同左

②　原材料

　同左

③　貯蔵品

　同左

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品

　同左

②　原材料

　同左

③　貯蔵品

　同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ２～43年

構築物 10～50年

機械及び装置 ５～17年

工具器具及び備品 ２～20年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得したもの：

　旧定率法

平成19年４月１日以降に取得したもの：

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ２～43年

構築物 10～50年

機械及び装置 ５～17年

工具器具及び備品 ２～20年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ２～43年

構築物 10～50年

機械及び装置 ５～17年

工具器具及び備品 ２～20年

　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会計期

間より、平成19年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。　

　この変更に伴う営業利益、経常利益、

中間純利益に与える影響額は軽微であり

ます。

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用目的のソフトウェア

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づいて償却しておりま

す。

　また、商標権については10年、特許

権については８年にて償却しておりま

す。

(2）無形固定資産

　同左

 

　

(2）無形固定資産

　同左

 

　

３　－

 

 

３　－

 

 

３　繰延資産の処理方法

(1)株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　同左

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　同左
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(2）関係会社株式評価引当金

　関係会社に対する投資により発生が見

込まれる損失に備えるため、その資産内

容等を検討して計上しております。

(2）関係会社株式評価引当金

　　同左

(2）関係会社株式評価引当金

　　同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、当

中間会計期間に負担すべき支給見込額を

計上しております。

(3）賞与引当金

　　同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。

(4）役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、当中

間会計期間に負担すべき見込額を計上し

ております。

(4）－ (4）役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、当事

業年度に負担すべき支給見込額を計上し

ております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平

成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利益が、

11百万円減少しております。

（追加情報）

　当中間会計期間より役員賞与を役員報

酬に含めて支給しているため、役員賞与

引当金を計上しておりません。

（会計方針の変更）

　当事業年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17

年11月29日　企業会計基準第４号）を適

用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

16百万円減少しております。

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。

　過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による按分額を費用処理

しております。

　数理計算上の差異については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による按分額を翌期

より費用処理することとしております。

(5）退職給付引当金

　　同左

　

 

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による按分額を費用処理

しております。

　数理計算上の差異については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による按分額を翌事

業年度より費用処理することとしており

ます。

５　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

５　リース取引の処理方法

　　同左

５　リース取引の処理方法

　　同左

６　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　なお、為替予約については振当処理を

採用しております。

６　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　同左

 

６　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　同左
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

為替予約 外貨建金銭債権債務

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

為替予約 外貨建金銭債権債務

及び外貨建予定取引

③　ヘッジ方針

　当社の内部規定に基づき、為替変動リ

スクを回避するために行っております。

③　ヘッジ方針

　　同左

③　ヘッジ方針

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債

又は予定取引に関する重要な条件が同一

であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後

も継続してキャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定することができ

るため、事後的なヘッジ有効性評価は実

施しておりません。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

７　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、中間貸借対照表上、預り消費税

等と仮払消費税等の相殺後の額179百万円

を流動負債の「未払金」に含めて表示し

ております。

７　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、中間貸借対照表上、預り消費税

等と仮払消費税等の相殺後の額183百万円

を流動負債の「未払金」に含めて表示し

ております。

７　その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

８　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

　当社は連結納税子会社になります。

８　－

 

 

８　連結納税制度の適用

　当社は当事業年度より住友ゴム工業㈱を

連結親法人とする連結納税制度の適用を受

けておりましたが、当社が上場したことに

伴い、住友ゴム工業㈱の完全子会社ではな

くなったことから、同社の連結納税制度か

ら離脱しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基

準適用指針第６号）を適用しております。こ

れにより税引前中間純利益は80百万円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

―――

 

　

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。これに

より税引前当期純利益は80百万円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準

適用指針第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は21,481百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は27,090百万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 12,928百万円  13,357百万円  13,265百万円

※２　－

 

 

※２　期末日満期手形等の処理

当期の中間決算日は銀行休業日であり

ましたが、同日満期日の下記の手形等

は、実際の決済日に処理しております。

受取手形 23百万円

売掛金 2,162百万円

未収入金 496百万円

支払手形 246百万円

買掛金 867百万円

未払金 139百万円

※２　期末日満期手形等の処理

当期の決算日は銀行休業日でありまし

たが、同日満期日の下記の手形等は、

実際の決済日に処理しております。 

受取手形 45百万円

売掛金 2,913百万円

未収入金 445百万円

支払手形 160百万円

買掛金 992百万円

未払金 102百万円

　３　偶発債務

関係会社の金融機関からの借入れに対

する債務保証額

①　保証債務

　３　偶発債務

関係会社の金融機関からの借入れに対

する債務保証額等

①　保証債務

　３　偶発債務

関係会社の金融機関からの借入れに対

する債務保証額等

①　保証債務

Srixon Sports 

USA, Inc.

374百万円

(3,250千米ドル)

Srixon Sports 

USA, Inc.

523百万円

(4,250千米ドル)

Srixon Sports 

USA, Inc.

601百万円

(5,050千米ドル)

②　経営指導念書 ②　経営指導念書 ②　経営指導念書

Srixon Sports 

Australasia 

Pty. Ltd.

283百万円

(3,330千豪ドル)

Srixon Sports 

Australasia 

Pty. Ltd.

365百万円

(3,500千豪ドル)

Srixon Sports 

Australasia 

Pty. Ltd.

329百万円

(3,500千豪ドル)
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの

受取利息 28百万円

受取配当金 283百万円

諸権利使用料 50百万円

ソフトウェア使用料 40百万円

受取利息 30百万円

受取配当金 540百万円

為替差益 99百万円

諸権利使用料 15百万円

ソフトウェア使用料 27百万円

受取利息 58百万円

受取配当金 275百万円

諸権利使用料 105百万円

ソフトウェア使用料 70百万円

※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの

たな卸資産処分損 12百万円

為替差損 13百万円

貸倒引当金繰入額 307百万円

支払利息 15百万円

たな卸資産処分損 16百万円

支払利息 9百万円

  

  

たな卸資産処分損 72百万円

貸倒引当金繰入額 330百万円

支払利息 28百万円

※３　特別損失の内訳 ※３　特別損失の内訳 ※３　特別損失の内訳

固定資産除却損

（主として機械及び装

置）

29百万円

減損損失 80百万円

関係会社株式評価引当

金繰入額
26百万円

計 136百万円

固定資産除却損

（主として機械及び装

置）

65百万円

計 65百万円

固定資産除却損

（主として機械及び装

置）

43百万円

減損損失 80百万円

関係会社株式評価引当

金繰入額
26百万円

計 150百万円

※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額

有形固定資産 390百万円

無形固定資産 473百万円

計 864百万円

有形固定資産 348百万円

無形固定資産 456百万円

計 805百万円

有形固定資産 840百万円

無形固定資産 907百万円

計 1,747百万円

※５　減損損失

　当中間会計期間において以下の資産に

ついて減損損失を計上しております。

※５　－

 

　

※５　減損損失

　当事業年度において以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

兵庫県丹
波市

遊休資産 土地 80

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

兵庫県丹
波市

遊休資産 土地 80

　当社は、事業用資産については原則と

して事業区分毎に、遊休資産については

物件単位毎にグルーピングを実施してお

ります。

　市場価格の著しい下落により、帳簿価

格に対して時価が下落している上記資産

について、回収可能額まで減額し、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、回収可能価額は正味売却価額に

て測定しており、時価の算定方法は、固

定資産税評価額により算出しております。

　

　

　

　当社は、事業用資産については原則と

して事業区分毎に、遊休資産については

物件単位毎にグルーピングを実施してお

ります。

　市場価格の著しい下落により、帳簿価

格に対して時価が下落している上記資産

について、回収可能額まで減額し、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、回収可能価額は正味売却価額に

て測定しており、時価の算定方法は、固

定資産税評価額により算出しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

 (借主側)

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 (借主側)

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 (借主側)

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額相
当額

(百万円)

中間期末
残高相当

額
(百万円)

工具器
具及び
備品

148 103 45

ソフト
ウェア

17 5 12

合計 166 109 57

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額相
当額

(百万円)

中間期末
残高相当

額
(百万円)

工具器
具及び
備品

137 51 85

ソフト
ウェア

23 11 11

合計 160 63 97

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額相
当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

工具器
具及び
備品

99 39 59

ソフト
ウェア

23 8 14

合計 122 47 74

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

２　未経過リース料中間期末残高相当額等 ２　未経過リース料中間期末残高相当額等 ２　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

一年内 24百万円

一年超 32百万円

合計 57百万円

一年内 33百万円

一年超 63百万円

合計 97百万円

一年内 26百万円

一年超 48百万円

合計 74百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22百万円

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

支払リース料 39百万円

減価償却費相当額 39百万円

４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

　　同左

４　減価償却費相当額の算定方法

　　同左 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

　　同左

（減損損失について）

　　同左
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（当中間会計期間）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（前事業年度）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産

額
82,612円48銭

１株当たり中間純

利益
8,909円72銭

１株当たり純資産

額
97,725円91銭

１株当たり中間純

利益
6,437円63銭

１株当たり純資産

額
93,573円78銭

１株当たり当期純

利益
11,437円80銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

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。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下の通りであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 21,479 28,340 27,136

普通株式に係る純資産額（百万円） 21,479 28,340 27,136

普通株式の発行済株式数（株） 260,000 290,000 290,000

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の株数（株）
260,000 290,000 290,000

２　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下の通りであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,316 1,866 3,049

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,316 1,866 3,049

普通株式の期中平均株式数（株） 260,000 290,000 266,575

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。
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1

連結損益の概要連結損益の概要

21.921.9
(7.3%)(7.3%)

49.349.3
(16.5%)(16.5%)

48.948.9
(16.4%)(16.4%)

298.8298.8

前年同期前年同期 増　減増　減当中間期当中間期

△△21.1%21.1%△△4.64.6
((△△1.1%)1.1%)

17.3
(6.2%)

中間純利益中間純利益

（純利益率）（純利益率）

△△39.4%39.4%△△19.419.4
((△△5.9%)5.9%)

29.9
(10.6%)

経常利益経常利益
（経常利益率）（経常利益率）

△△43.2%43.2%△△21.221.2
((△△6.5%)6.5%)

27.8
(9.9%)

営業利益営業利益
（営業利益率（営業利益率））

△△6.2%6.2%△△18.518.5280.3売上高売上高

△2,466.045,968.498,434.538,434.53１株当たり中間純１株当たり中間純
利益（利益（EPSEPS）（）（円）円）

売上高 △18.5億円
「ゼクシオ プライム」などゴル　

　　フクラブの新商品が振るわず
　　対前年同期減収

経常利益 △19.4億円
ゴルフクラブの売上減による

　　利益率の低下と原材料や　　
　　為替の円安等が影響し減益

中間純利益 △4.6億円
【対前年同期増減の内訳】

　　・ 経常利益△19.4
　　・ 特別損失＋7.1
　　・ 税金関係＋6.4
　　・ 少数株主利益＋1.3　

売上高売上高 △△18.518.5億円億円
「ゼクシオ「ゼクシオ プライム」などゴル　プライム」などゴル　

　　フクラブの新商品が振るわず　　フクラブの新商品が振るわず
　　対前年同期減収　　対前年同期減収

経常利益経常利益 △△19.419.4億円億円
ゴルフクラブの売上減によゴルフクラブの売上減によるる

　　　　利益率の低下と原材料や　　利益率の低下と原材料や　　

　　為替の円安等が影響し減益　　為替の円安等が影響し減益

中間純利益中間純利益 △△4.64.6億円億円
【対前年同期増減の内訳】【対前年同期増減の内訳】

　　・　　・ 経常利益△経常利益△19.419.4
　　・　　・ 特別損失＋特別損失＋7.17.1
　　・　　・ 税金関係＋税金関係＋6.46.4
　　・　　・ 少数株主利益＋少数株主利益＋1.31.3　　

（単位：億円）

2

連結経常利益増減要因連結経常利益増減要因



3

バランスシートの推移バランスシートの推移

前期末 当中間期末

固定資産固定資産

221221

(内、少数株主持分 15)

負債負債

128128

純資産純資産

315315

流動資産流動資産

222222

※自己資本比率　※自己資本比率　67.567.5％％

主に現金・預金(+14)、受取手形・売掛金(+10)が増加したことから、流動資産が増加。

純資産は増加したが、総資産が増加したため、自己資本比率はほぼ前年同期末並みとなった。

主に現金・預金主に現金・預金(+(+1414))、受取手形・売掛金、受取手形・売掛金(+(+1010))が増加したことから、流動資産が増加。が増加したことから、流動資産が増加。

純資産は増加したが、総資産が増加したため、自己資本比率はほぼ前年同期末並みとなった。純資産は増加したが、総資産が増加したため、自己資本比率はほぼ前年同期末並みとなった。

（単位：億円）

固定資産固定資産

216216

((△△55))
(内、少数株主持分 12)

負債負債

138138
(+10)(+10)

純資産純資産

324324

(+9)(+9)

流動資産流動資産

246246

(+24)(+24)

※自己資本比率　※自己資本比率　67.867.8％％ 総資産462総資産462総資産443総資産443

4

キャッシュ・フロー、有利子負債の推移キャッシュ・フロー、有利子負債の推移

49.149.1

△△7.07.0

20.820.8

△△6.46.4

27.227.2

中間期中間期

20072007年年

41.441.4

△△6.26.2

1.51.5

△△3.43.4

4.94.9

中間期中間期

20062006年年

+7.7+7.7現金・現金同等物現金・現金同等物

中間期末残高中間期末残高

△△0.80.8財務ＣＦ財務ＣＦ

+19.3+19.3フリーＣＦフリーＣＦ

△△3.03.0投資ＣＦ投資ＣＦ

+22.3+22.3営業ＣＦ営業ＣＦ

増減増減

（単位：億円）単位：億円）
キャッシュ・フロー

有利子負債

10.5

期末期末

9.9

中間期末中間期末

20072007年年

77.5

中間期末中間期末

20062006年年

△0.6有利子負債有利子負債

対前期末増減対前期末増減

（単位：億円）単位：億円）

営業ＣＦ

　　たな卸資産の増減額の増加、
　　仕入債務の増減額の増加に
　　より対前年同期22.3億円の
　　収入増。

投資ＣＦ

　　子会社株式の追加取得によ　
　　り、対前年同期で3.0億円の　
　　支出増。

財務ＣＦ

　　配当金の支払額の増加によ　
　　り、対前年同期で0.8億円の
　　支出増。

営業ＣＦ営業ＣＦ

　　たな卸資産の増減額の増加、　　たな卸資産の増減額の増加、
　　仕入債務の増減額の増加に　　仕入債務の増減額の増加に
　　より対前年同期　　より対前年同期22.322.3億円の億円の
　　収入増。　　収入増。

投資ＣＦ投資ＣＦ

　　子会社株式の追加取得によ　　　子会社株式の追加取得によ　
　　り、対前年同期で　　り、対前年同期で3.03.0億円の　億円の　
　　支出増。　　支出増。

財務ＣＦ財務ＣＦ

　　配当金の支払額の増加によ　　　配当金の支払額の増加によ　
　　り、対前年同期で　　り、対前年同期で0.80.8億円の億円の
　　支出増。　　支出増。



5

連結業績予想

◆売上高（△9.5億円）

下期の売上は年初の見込み通りだ　

　が、上期の売上減が年間でも影響し、
　通期でも前期比減収の見通し。

◆経常利益（△16.2億円）

販売構成の悪化、原材料価格の上

　 昇、為替の円安進行により大幅な減
　 益の見込み。

　　量・構成　 △8億円　　

　　為替　　　　　　　　△2億円

　　原材料高騰　　　 △5億円　

　　原価改善努力　　＋4億円

　　経費他　　　　　　 △5億円

◆当期純利益（△3.3億円）

特別損失は大幅減少だが、経常利　

　 益減に伴い減益。

　

◆売上高（△9.5億円）

下期の売上は年初の見込み通りだ　

　が、上期の売上減が年間でも影響し、
　通期でも前期比減収の見通し。

◆経常利益（△16.2億円）

販売構成の悪化、原材料価格の上

　 昇、為替の円安進行により大幅な減
　 益の見込み。

　　量・構成　 △8億円　　

　　為替　　　　　　　　△2億円

　　原材料高騰　　　 △5億円　

　　原価改善努力　　＋4億円

　　経費他　　　　　　 △5億円

◆当期純利益（△3.3億円）

特別損失は大幅減少だが、経常利　

　 益減に伴い減益。

　

増　減増　減
20072007年年
予想予想

20062006年年
実績実績

△△9.8%9.8%△△3.33.330.530.5
(5.3%)(5.3%)

33.833.8
(5.8%)(5.8%)

当期純利益当期純利益
（純利益率）（純利益率）

△△23.4%23.4%△△16.216.253.053.0
(9.3%)(9.3%)

69.269.2
(11.9%)(11.9%)

経常利益経常利益
（経常利益率）（経常利益率）

△△24.7%24.7%△△16.716.751.051.0
(8.9%)(8.9%)

67.767.7
(11.6%)(11.6%)

営業利益営業利益
（営業利益率）（営業利益率）

△△1.6%1.6%△△9.59.5572.0572.0581.5581.5売上高売上高

△2,170.1310.517.2410.517.2412,687.37
１株当たり当期１株当たり当期
純利益（純利益（EPSEPS））
（（円）円）

（単位：億円）

6

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

36.1％ 32.5％

40.0％ 38.0％

11.0億円

11.6億円2007年12月期（予定） 年間 4,000円

１株当たり配当金

2006年12月期 年間 4,000円

※業績予想数値に基づく配当性向

※ ※

株主優待

　　年２回実施（6月末、12月末）

　　　１株以上保有の株主様対象

　　　

　　　　
自社商品など自社商品など

　　20072007年年66月末は株主様限定「ゼクシオ」ゴルフボール　４個月末は株主様限定「ゼクシオ」ゴルフボール　４個


