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

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 59,153 1.7 5,724 △15.4 5,600 △19.0 3,067 △9.3

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
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 10,578 18 －  9.9 10.2 9.7

18年12月期 12,687 37 －  13.0 15.6 11.7

（参考）持分法投資損益 19年12月期 71百万円 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12月期 65,808 33,695 48.6 110,195 37

18年12月期 44,294 31,513 67.8 103,544 88

（参考）自己資本 19年12月期 31,956百万円 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12月期 6,329 △12,909 6,799 3,854

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 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 －  2,000 00 －  2,000 00 4,000 00 1,100 31.5 4.2

19年12月期 －  2,000 00 －  2,000 00 4,000 00 1,160 37.8 3.7

20年12月期（予想） －  2,000 00 －  2,000 00 4,000 00 － 36.3 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 41,000 46.3 4,500 62.1 4,300 43.8 2,500 44.4 8,620 69

通期 77,000 30.2 6,600 15.3 6,200 10.7 3,200 4.3 11,034 48

－ 1 －



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）　有

新規 2社
（社名　Roger Cleveland Golf Company,Inc.、

　　　　Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.）
除外 －社  

（注）詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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12月期 290,000株 18年12月期 290,000株

②　期末自己株式数 19年12月期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

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

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 42,001 1.8 4,225 △15.9 4,554 △9.6 2,332 △23.5

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
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年12月期 8,043 78 －  

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12月期 61,647 28,195 45.7 97,226 78

18年12月期 42,647 27,136 63.6 93,573 78

（参考）自己資本 19年12月期 28,195百万円 18年12月期 27,136百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 22,000 6.6 2,600 22.2 3,200 13.5 1,900 1.8 6,551 72

通期 42,100 0.2 4,800 13.6 5,300 16.4 3,100 32.9 10,689 66

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績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、記述されている業績予想とは異なる結果となる可能性があります。

なお、上記予想に関連する事項については、添付資料の4ページをご参照ください。
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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

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の輸出や生産については底堅く推移したものの、原材料価格の高騰や

米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題等により先行き不透明感が強まり、景気は回復基

調を保ちながらも一部に弱さが見られました。

　ゴルフ場入場者数は暖冬の影響もあり、前年を若干上回る状況となりましたが、ゴルフ用品市場の店頭での販売状

況については、平成20年から適用される高反発ドライバー規制前の買い控えの影響もあり、本格的な需要を引き起こ

すまでには至らず、年間では前年並みに留まりました。

　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

を強化し拡販に努めてまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は591億53百万円（前期比101.7％）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、原材料価格の上昇や上半

期の為替の円安傾向によって仕入コストが上昇したことなども影響し、経常利益は56億00百万円（前期比81.0％）、

当期純利益は30億67百万円（前期比90.7％）となりました。

　　 

　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、主力の「オール ニュー ゼクシオ(＝４代目ゼクシオ)」が

順調に推移したほか、１月にはプロモデルのテイストと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、また９月にはプロ・上級者用クラブとして「スリクソン ZR-700」シ

リーズを発売するなど、商品ラインナップの拡充を図りました。さらに平成20年１月から適用される高反発ドライ

バー規制に先立ち、「ザ・ゼクシオ(＝５代目ゼクシオ)」ドライバーと同シリーズを12月中旬に発売しました。

「ザ・ゼクシオ」ドライバーは、独自のパワーチャージ設計を採用したことにより、高反発を超える飛びを実現す

るクラブとして、発売後１週間で店頭販売シェアNO.１（調査会社GfKのデータによる）になるなど大好評を博して

おります。

　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」を発売し、シェア拡大を図りました。特に「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のデータによる）を記録するなど、

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。

　一方、海外においては、ゴルフボールの新商品「トライスピード」を２月に発売し、「スリクソン AD333」を８

月にモデルチェンジしたほか、ゴルフクラブ新商品「スリクソン Z-RW ドライバー」「スリクソン I-701 アイア

ン」を８月に発売しました。また、世界的トッププロゴルファーのジム・フューリク選手の活躍に加え、新たに契

約した欧州プロゴルフツアーで活躍するヘンリック・ステンソン選手が２勝したことなどの追い風もあり、特に欧

州や東南アジアを中心に売上を伸ばしました。

　この結果、ゴルフ用品合計で前年を上回る販売実績となりました。

　テニス用品では「DUNLOP(ダンロップ)」ブランドのラケット「ダイアクラスター」シリーズ、「エアロジェル」

シリーズがともに好調に推移したほか、「BABOLAT(バボラ)」ブランドの新モデルラケット「アエロ プロ ドライ

ブ」が大ヒットしたこともあり、ボール、アクセサリー等を含めたテニス用品合計で前年を上回る販売実績となり

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連結会計年度の売上高は543億34百万円（前期比

102.8％）となりました。

　

　　2）その他事業

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

　一方、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が減少するなど厳しい環境のなか、受託トーナメント数の減少が大きく

響き、売上は前年を下回りました。

　以上の結果、その他事業の当連結会計年度の売上高は48億19百万円（前期比90.7％）となりました。
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　③通期の見通し

  今後の見通しにつきましては、原材料価格のさらなる高騰やサブプライムローン問題等による国内外の先行き不透

明感が続くことが懸念されるとともに、内外の販売競争がさらに激化することが想定されるなど、当社グループをと

りまく環境はより一層厳しくなることが予想されます。

　このような状況の中、当社グループは、平成19年12月11日付で買収した Roger Cleveland Golf Company,Inc. 及び

同社グループ５社（以下、クリーブランド社）との協業体制を早急に確立させるとともに、販売・コスト・技術開発

等で想定されるシナジー効果を早期に実現させ、グループ一丸となって販売体制の強化と強固な企業基盤の確立、収

益力の一層の向上に努めてまいります。

　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

中間期 (前年同期比) 通期 (前期比) 中間期 (前年同期比) 通期 (前期比)

  百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％ 

売上高 41,000 (146.3) 77,000 (130.2) 22,000 (106.6) 42,100 (100.2)

営業利益 4,500 (162.1) 6,600 (115.3) 2,600 (122.2) 4,800 (113.6)

経常利益 4,300 (143.8) 6,200 (110.7) 3,200 (113.5) 5,300 (116.4)

当期純利益 2,500 (144.4) 3,200 (104.3) 1,900 (101.8) 3,100 (132.9)

 

(2）財政状態に関する分析

　①財政状態

　当連結会計年度末における資産合計は、主にクリーブランド社の買収に伴うのれん代の発生や売上債権が増加した

結果、65,808百万円となり前連結会計年度末から21,514百万円の増加となりました。

　負債合計は、主にクリーブランド社の買収を目的とした資金調達に伴う短期借入金の増加や未払金が増加した結果、

32,113百万円となり前連結会計年度末から19,332百万円の増加となりました。

　純資産合計は、主に当期純利益の計上等による利益剰余金の増加やタイの合弁会社設立により少数株主持分が増加

した結果、33,695百万円となり前連結会計年度末から2,181百万円の増加となりました。

　以上の結果、自己資本比率は48.6％となり、前連結会計年度末から19.2ポイント減少しました。

　②キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,854百万円と前連結会計年度末に比べ359百万円増加しました。

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）

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは6,329百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ

4,270百万円の増加となりました（前連結会計年度は2,058百万円の収入）。これは主に前連結会計年度と比較して

法人税等の支払額が4,041百万円減少したこと等によるものであります。

  なお、当連結会計年度の主な収入は税金等調整前当期純利益5,432百万円、主な支出は売上債権の増加2,078百万

円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは12,909百万円の支出となり、前連結会計年度と比

較して12,312百万円の支出増となりました（前連結会計年度は596百万円の支出）。これは主にクリーブランド社の

買収やタイの合弁会社設立等に伴い、子会社株式の取得による支出9,092百万円があったことや、有形固定資産の取

得による支出1,847百万円があったこと等によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは6,799百万円の収入となり、前連結会計年度と比較

して9,371百万円の収入増となりました（前連結会計年度は2,571百万円の支出）。これは主にクリーブランド社の

買収を目的とした短期借入金の増加額7,515百万円等によるものであります。
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　③キャッシュ・フローのトレンド

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

自己資本比率(％） 50.1 67.8 48.6

時価ベースの自己資本比率(％） － 106.7 59.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年） 2.3 0.5 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 44.5 29.3 98.1

（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

・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・次期の配当

  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。

　また当社は、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

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。 
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　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は「XXIO(ゼクシオ)」ブランドが中心であり、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５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
 

 

外
部
顧
客 

外部仕入先 

製品 

（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 

（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㈱ 

（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. 

（海外製造・販売会社） 

［連結子会社］ 
Roger Cleveland Golf Company,Inc. 

【スポーツ用品事業】 

［親会社］ 
住友ゴム工業㈱ 

不動産の賃借 
事務の代行等 

部品 

製品 部品・製品 

［当社］ 
 
 
 
 
 
 

SRIスポーツ㈱ 
（製造・販売） 

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 ［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 

サ－ビス 

サービス 

（国内製造会社） 

［連結子会社］ 
㈱ダンロップゴルフクラブ 

（海外メーカー管理） 

［関連会社］ 
※長維工業股有限公司 
※長維BVI工業股有限公司 

（海外製造会社） 

［連結子会社］ 
Srixon Sports Manufacturing 
(Thailand) Co.,Ltd. 

製品 

（国内販売会社） 

［連結子会社］ 
㈱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北海道 

製品 

製品 

（海外販売会社） 

［連結子会社］ 
Cleveland Golf Canada Corp. 
Riviera S.A.S. 
Belfry Golf,Ltd. 
Cleveland Golf Deutschland GmbH 

（国内販売会社） 

［連結子会社］ 
クリーブランドゴルフアジア㈲ 

製品 

製品 

製品 

製品 

製品 

　（注）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。
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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」「楽しさ」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」、「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、従来から国内及び韓国・台湾で展開している「DUNLOP(ダンロップ)」ブランド、欧米をはじめと

するその他の地域で展開している「SRIXON(スリクソン)」ブランドに加え、平成19年12月に完了したクリーブランド

社の買収によって新たに「Cleveland(クリーブランド)」ブランドが追加され、主に海外市場における包括的なブラン

ド戦略を積極的に展開していくことが可能な体制が整いました。これにより、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地位を従来にも増して確固たるものにしていくとともに、海外市場においては、

「SRIXON」「Cleveland」両ブランドの特色を活かした戦略を積極的に進めていくことで、世界最大の米国市場におけ

る事業基盤を強固なものとしていくことに加え、グローバルな事業展開をさらに推進し、世界企業としての基盤強化

と当社グループの企業価値向上に取り組んでまいります。

　これらを実現するために、当社の大きな強みである高い技術力の基盤となる、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をより一層向上させ、明確に差別化された魅力的な高機能商品の開発を積極的に行っ

ていくとともに、新たに「Cleveland」ブランドが加わったことを活かし、世界規模でのマーケティング力の強化に全

力で取り組むとともに、あらゆる市場ニーズに即した商品を提供してまいります。

　また、当社グループにクリーブランド社が加わったことにより、双方が保有していたゴルフ用品における品目や地

域的な強みを相互に補完することができるとともに、互いの技術開発力を活かしたゴルフクラブの完成度の向上、総

原価低減活動の推進など、想定されるシナジー効果を早期かつ最大限に発揮させるため、グループ体制の構築と強化

を進めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

①顧客との関係強化とゴルフ市場活性化

　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選び

のアドバイス、また、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）などを行っており、

今後もそれらのサービスをさらに充実させていくことにより、顧客とのさらなる関係強化を図ります。

　また、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。

　さらに、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。

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、世界最大の市場である米国市場を中心とした積極

的な海外展開の推進と基盤強化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とともに、今回新たに加わった

「Cleveland」ブランドと合わせ、米国を中心に事業基盤を強化していくことであり、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。
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　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。

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を取り入れるなど、独自の視点での技術開発を

推進してまいります。

④強固な収益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積極的に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）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12月31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。
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(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、当連結会計年度末現在、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。

ＳＲＩスポーツ㈱（7825）平成 19 年 12 月期決算短信

－ 10 －



４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
増減

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   3,514   4,561  1,047

２　受取手形及び売掛金 ※３  10,109   15,850  5,740

３　たな卸資産   6,870   10,419  3,549

４　繰延税金資産   1,545   1,994  449

５　その他   531   1,136  605

貸倒引当金   △375   △646  △271

流動資産合計   22,196 50.1  33,316 50.6 11,120

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１ 7,383   7,777    

減価償却累計額  4,440 2,942  4,613 3,163  220

(2）機械装置及び運搬具  9,541   10,232    

減価償却累計額  8,103 1,438  8,311 1,921  482

(3）工具器具及び備品  4,010   4,955    

減価償却累計額  3,218 791  3,988 967  175

(4）土地 ※１  3,231   3,303  71

(5）建設仮勘定   47   140  93

有形固定資産合計   8,452 19.1  9,496 14.5 1,044

２　無形固定資産         

(1）のれん   －   8,869  8,869

(2）商標権   5,323   4,824  △498

(3）その他   1,597   1,453  △143

無形固定資産合計   6,920 15.6  15,147 23.0 8,227

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  883   797  △86

(2）長期貸付金   3,056   3,015  △41

(3）繰延税金資産   611   712  101

(4）長期性預金   －   1,000  1,000

(5）その他   2,753   2,844  90

貸倒引当金   △580   △522  57

投資その他の資産合計   6,725 15.2  7,846 11.9 1,121

固定資産合計   22,098 49.9  32,491 49.4 10,393

資産合計   44,294 100.0  65,808 100.0 21,514
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
増減

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)

         
（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金 ※３  4,622   5,831  1,209

２　短期借入金  ※１  1,050   14,717  13,666

３　一年以内返済予定の長
期借入金

  0   －  △0

４　未払金 ※３  2,574   3,973  1,399

５　繰延税金負債   0   －  △0

６　未払法人税等   248   1,836  1,587

７　賞与引当金   173   202  29

８　役員賞与引当金   32   10  △21

９　売上値引引当金   －   539  539

10　その他   767   1,667  900

流動負債合計   9,470 21.4  28,780 43.7 19,309

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   1   －  △1

２　繰延税金負債   －   6  6

３　退職給付引当金   1,731   1,806  75

４　役員退職慰労引当金   203   168  △35

５　その他   1,374   1,351  △22

固定負債合計   3,310 7.5  3,333 5.1 22

負債合計   12,780 28.9  32,113 48.8 19,332

         
（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   9,207   9,207  －

２　資本剰余金   9,207   9,207  －

３　利益剰余金   11,379   13,287  1,907

株主資本合計   29,794 67.3  31,702 48.2 1,907

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  115   58  △57

２　繰延ヘッジ損益   46   △6  △53

３　為替換算調整勘定   71   202  131

評価・換算差額等合計   233 0.5  254 0.4 20

Ⅲ　少数株主持分   1,485 3.3  1,738 2.6 252

純資産合計   31,513 71.1  33,695 51.2 2,181

負債純資産合計   44,294 100.0  65,808 100.0 21,514
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

増減

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)

Ⅰ　売上高   58,149 100.0  59,153 100.0 1,003

Ⅱ　売上原価 ※１  28,630 49.2  29,852 50.5 1,221

売上総利益   29,519 50.8  29,301 49.5 △218

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１　販売奨励金・販売手数
料

 784   742    

２　広告費・拡販対策費  8,265   8,724    

３　物流費  2,190   2,261    

４　貸倒引当金繰入額  121   241    

５　人件費  5,684   5,996    

６　賞与引当金繰入額  167   196    

７　役員賞与引当金繰入額  32   10    

８　退職給付費用  229   138    

９　その他  5,276 22,751 39.1 5,263 23,576 39.8 825

営業利益   6,767 11.7  5,724 9.7 △1,043

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  61   70    

２　受取配当金  5   2    

３　持分法による投資利益  110   71    

４　為替差益  80   －    

５　賃貸収入  29   －    

６　諸権利使用料  97   －    

７　その他  161 545 0.9 257 402 0.7 △142

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  69   87    

２　為替差損  －   45    

３　たな卸資産処分損  78   233    

４　ゴルフ会員権関連損失  50   10    

５　賃貸収入原価  29   －    

６　上場関係費用  101   －    

７　その他  66 396 0.7 149 525 0.9 129

経常利益   6,915 11.9  5,600 9.5 △1,315
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

増減

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)

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除売却損 ※２ 69   128    

２　退職給付費用  277   －    

３　減損損失 ※３ 476 822 1.4 39 167 0.3 △654

税金等調整前当期純利
益

  6,093 10.5  5,432 9.2 △660

法人税、住民税及び事
業税

 3,579   2,038    

法人税等調整額  △961 2,618 4.5 334 2,372 4.0 △245

少数株主利益   92 0.2  △7 △0.0 △99

当期純利益   3,382 5.8  3,067 5.2 △314

         

ＳＲＩスポーツ㈱（7825）平成 19 年 12 月期決算短信

－ 14 －



(3）連結株主資本等変動計算書

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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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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18年12月31日　残高 9,207 9,207 11,379 29,794

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注） － － △580 △580

剰余金の配当 － － △580 △580

当期純利益 － － 3,067 3,067

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 － － 1,907 1,907

平成19年12月31日　残高 9,207 9,207 13,287 31,702

 

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

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注） － － － － － △580

剰余金の配当 － － － － － △580

当期純利益 － － － － － 3,067

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△57 △53 131 20 252 273

連結会計年度中の変動額合計 △57 △53 131 20 252 2,181

平成19年12月31日　残高 58 △6 202 254 1,738 33,695

 （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）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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)

当連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

増減

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     
税金等調整前当期純利益  6,093 5,432 △660
減価償却費  2,098 2,053 △45
減損損失  476 39 △436
固定資産除売却損  69 128 59
退職給付費用(特別損失)  277 － △277
持分法による投資利益  △110 △71 39
ゴルフ会員権関連損失  50 10 △40
たな卸資産処分損  78 233 154
貸倒引当金の増減額(△は減少額)  △44 140 185
売上値引引当金の増減額(△は減少額)  － 68 68
退職給付引当金の増減額(△は減少額)  65 60 △5
前払年金費用の増減額(△は増加額)  △177 △164 12
受取利息及び受取配当金  △66 △73 △6
支払利息  69 87 17
上場関係費用  101 － △101
売上債権の増減額(△は増加額)  △320 △2,078 △1,758
たな卸資産の増減額(△は増加額)  △888 △340 548
仕入債務の増減額(△は減少額)  △1,238 517 1,755
未収入金の増減額(△は増加額)  425 △34 △460
未払金の増減額(△は減少額)  △257 712 969
その他  △149 6 156

小計  6,554 6,727 173
利息及び配当金の受取額  87 136 49
利息の支払額  △70 △64 5
法人税等の支払額  △4,512 △470 4,041

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,058 6,329 4,270

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     
定期預金の預入による支出  － △1,687 △1,687
有形固定資産の取得による支出  △672 △1,847 △1,174
有形固定資産の売却による収入  35 49 14
無形固定資産の取得による支出  △66 △79 △13
短期貸付金の純増減額(△は増加額)  48 10 △37
長期貸付による支出  △49 △22 27
長期貸付金の回収による収入  102 44 △57
子会社株式の追加取得による支出  － △265 △265
連結範囲異動を伴う子会社株式の取得
による支出

 － △9,092 △9,092

その他  5 △19 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー  △596 △12,909 △12,312

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)  △6,829 7,515 14,344
長期借入金の返済による支出  △2 △2 0
新株発行による収入  5,415 － △5,415
少数株主の払込による収入  － 458 458
配当金の支払額  △1,040 △1,160 △120
少数株主への配当金の支払額  △12 △10 1
上場関係費用の支出  △101 － 101
その他  △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,571 6,799 9,371

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △5 140 145

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額(△は減少
額)  △1,115 359 1,475

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,379 3,494 △885

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期末残高  3,494 3,854 359
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

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。

(1）連結子会社の数　20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.

Roger Cleveland Golf Company,

Inc.

　当中間連結会計期間まで連結子

会社であった㈱ダンロップスポー

ツエヌエスは、平成19年７月１日

付の㈱ダンロップスポーツとの合

併により消滅しました。

　また当社は、平成19年９月７日

付でタイに合弁会社のSrixon  

Sports Manufacturing(Thailand)

Co.,Ltd.を出資比率60％で設立し、

当連結会計年度より連結子会社に

含めております。

　また当社は、平成19年12月11日

付で  Roger  Cleveland  Golf  

Company,Inc.及び同社グループ５

社（以下、クリーブランド社）の

全株式を取得したことに伴い、同

社を当連結会計年度より連結子会

社に含めております。なお、当連

結会計年度においては同社の貸借

対照表を連結しております。

 (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

 （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。

　　（連結の範囲から除いた理由）

  同左

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

 (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。　

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (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

 (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。

(4）同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

連結子会社のうち、クリーブランド社の

決算日は10月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたり、これらの

会社については、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。

　なお、その他の連結子会社の決算日は、

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…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）

①　有価証券

その他有価証券：

同左

 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

 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

(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

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　　　３～50年

機械装置及び運搬具　１～17年

工具器具及び備品　　１～20年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、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。

　この変更に伴い、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益がそれぞれ28百万円減

少しております。

　なお、セグメントに与える影響は、

（セグメント情報）に記載しておりま

す。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 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

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

　

 

　

　(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。

①　－

(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

 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。

②　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。

　（会計方針の変更） 

　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。

③　役員賞与引当金

　同左

 

 

　（追加情報） 

　当連結会計年度より、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。

 ④　－ ④　売上値引引当金

　商品の販売において、将来発生する

可能性があると見込まれる売上値引等

に備えるため、その見込額を計上して

おります。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ⑤　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当た

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名を超えたため、当連結会計

年度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。

⑤　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（10年、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。

 ⑥　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。

⑥　役員退職慰労引当金

　同左

(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

(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。

①　ヘッジ会計の方法

　同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（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

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ③　ヘッジ方針

　当社及び連結子会社の内部規程に基

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

 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

(7）その他連結財務諸表作

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、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。

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 

 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。

②　－

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　――― のれんの償却については、20年以内の年

数で均等償却することとしております。

　なお、平成19年12月11日付のクリーブラ

ンド社の買収に伴い発生したのれんについ

ては、当連結会計年度末から同社の貸借対

照表を連結しておりますので、翌連結会計

年度から償却することとしております。

　また、のれんの発生金額が僅少な場合は、

発生年度にその全額を償却しております。

７　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ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（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

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

―――

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書）

　前連結会計年度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」（当連結会計年度は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、

当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。 

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで「未払金」に含めて表示しておりま

した「売上値引引当金」については、重要性が増したため、

当連結会計年度より「売上値引引当金」として区分掲記し

ております。

　なお、前連結会計年度の「売上値引引当金」は、7百万

円であります。

 （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益に区分掲記しておりまし

た「賃貸収入」（当連結会計年度は19百万円）、「諸権利

使用料」（当連結会計年度は25百万円）については、営業

外収益総額の100分の10以下であるため、当連結会計年度

より営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

　また、前連結会計年度まで営業外費用に区分掲記してお

りました「賃貸収入原価」（当連結会計年度は14百万円）

については、営業外費用総額の100分の10以下であるため、

当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。

（開示の省略）

　税効果会計、退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め、開示を省略しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１　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。

※１　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 62百万円

土地 260百万円

計 323百万円

建物及び構築物 58百万円

土地 260百万円

計 319百万円

　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。

短期借入金 120百万円 短期借入金 －百万円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりです。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりです。

投資有価証券 471百万円 投資有価証券    471百万円

※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。

※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 112百万円

支払手形及び買掛金 854百万円

未払金 102百万円

受取手形及び売掛金    156百万円

支払手形及び買掛金    769百万円

未払金    90百万円
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　      1,389百万円

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　    　1,253百万円

※２　固定資産除売却損

　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　固定資産除売却損

　内訳は下記のとおりであります。

建物及び構築物   29百万円

機械装置及び運搬具   67百万円

工具器具及び備品   19百万円

廃棄費用他   11百万円

計   128百万円

※３　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

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価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しております。

なお、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。

※３　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)

大阪府箕面市 事業用資産
 
建物及び構築
物、土地等　
　

39

当社グループは、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。

　上記資産グループについては、売却により処分す

る方針が決定したことから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、時価の算定方法は、不動産鑑定評価額によ

り算出しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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 290,000 － － 290,000

合計 290,000 － － 290,000

（注）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

平成19年８月９日

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

決議予定 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20年３月26日

定時株主総会
普通株式 580 利益剰余金 2,000 平成19年12月31日 平成20年３月27日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　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12月31日現在）

　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19年12月31日現在）

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

現金及び預金勘定      4,561百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
　 △707百万円

現金及び現金同等物      3,854百万円
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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・リース取引に係る注記

（借主側）

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・リース取引に係る注記

（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）

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

 
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

54 21 32

工具器具及び
備品

609 232 376

(無形固定資
 産)その他

77 37 39

合計 740 292 448

　（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。

　（注）同左

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

一年内 84百万円

一年超 147百万円

合計 232百万円

一年内   118百万円

一年超    329百万円

合計    448百万円

　（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。

　（注）同左

③　支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、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取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 104百万円

減価償却費相当額 104百万円

支払リース料    115百万円

減価償却費相当額    115百万円

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

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

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。

 

一年内   259百万円

一年超    1,138百万円

合計    1,398百万円

 

（減損損失について）

　　同左
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度(平成18年12月31日) 当連結会計年度(平成19年12月31日)

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 156 373 217 161 287 126

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 156 373 217 161 287 126

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 9 6 △2 10 6 △4

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 9 6 △2 10 6 △4

合計 165 380 214 172 294 122

２　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

44 33 － － － －

３　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

種類
前連結会計年度（平成18年12月31日） 当連結会計年度（平成19年12月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 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 12

ＳＲＩスポーツ㈱（7825）平成 19 年 12 月期決算短信

－ 29 －



（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(1）取引の内容、取引に対する取組方針・利用目的

　当社及び連結子会社は、通常の営業過程における輸出

入取引において為替予約取引を行うことがあります。当

社及び連結子会社の取引は、為替の変動リスクの回避を

目的としており、投機目的等の取引は一切行わない方針

としております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(1）取引の内容、取引に対する取組方針・利用目的

　　同左

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。

①　ヘッジ会計の方法

　　同左

　

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（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

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

③　ヘッジ方針

　当社及び連結子会社の内部規程に基づき、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

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

(2）取引に係るリスクの内容

　デリバティブ取引には、為替の変動により現在保有す

るポジションの価値が将来変化するリスク（市場リス

ク）と、取引の相手方の契約不履行により期待する経済

効果が得られないリスク（信用リスク）があります。た

だし、当社及び連結子会社は外貨建取引に係るリスク

ヘッジを目的として取引を実施していることから、これ

らが経営に与える市場リスクは限定的なものと判断して

おります。また、これらの取引の相手方はいずれも信用

度の高い金融機関に限定しているので、信用リスクも殆

ど無いものと認識しております。

(2）取引に係るリスクの内容

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3）取引に係るリスク管理体制

　取引の執行業務と管理業務は、それらの独立性を維持

するために別組織で行うものとし、内部牽制機能が働く

仕組みになっております。また、デリバティブ取引の取

引状況は、社長及び経理担当役員へ定期的に報告されて

おります。なお、これらはデリバティブ取引に関する社

内管理規程にもとづいて実施されております。

(3）取引に係るリスク管理体制

同左

(4）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　為替予約取引のうち、期末に外貨建金銭債権債務に

振り当てたことにより、当該外貨建金銭債権債務等の

換算を通じて連結財務諸表に計上されているものは、

時価等の開示の対象には含まれておりません。

(4）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２　取引の時価等に関する事項

　通貨関連

区分 種類

前連結会計年度(平成18年12月31日) 当連結会計年度(平成19年12月31日)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以

外の取引

為替予約取引         

 売建         

  米ドル(円買) 32 － 34 △1 － － － －

合計 32 － 34 △1 － － － －

前連結会計年度 当連結会計年度

(注)１  時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格によっており

ます。　

　　 ２　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。

　　 ３　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。

(注)  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。
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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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

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

Ⅱ　資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
     

資産 37,386 7,033 44,419 (124) 44,294

減価償却費 2,059 39 2,098 － 2,098

減損損失 165 311 476 － 476

資本的支出 798 28 826 － 826

　（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。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。

４　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。

５　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。

６　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。この適用によ

り、スポーツ用品事業において165百万円、その他事業において311百万円の減損損失を計上し、それぞれ同

額の資産が減少しております。なお、営業利益に与える影響はありません。

７　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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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する　　

売上高
54,334 4,819 59,153 － 59,153

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
128 816 944 (944) －

計 54,462 5,635 60,097 (944) 59,153

営業費用 48,935 5,454 54,390 (961) 53,429

営業利益 5,526 180 5,707 16 5,724

Ⅱ　資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
     

資産 59,657 6,560 66,217 (408) 65,808

減価償却費 2,013 39 2,053 － 2,053

減損損失 39 － 39 － 39

資本的支出 1,987 18 2,006 － 2,006

（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。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。

４　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。

 ５　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業

利益がスポーツ用品事業において28百万円、その他事業において0百万円それぞれ減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

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及び全セグメントの資産の合計額に占める「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。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

　　売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
52,522 2,420 4,210 59,153 － 59,153

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,138 － 452 3,590 (3,590) －

計 55,660 2,420 4,662 62,743 (3,590) 59,153

　　営業費用 50,027 2,452 4,564 57,044 (3,615) 53,429

　　営業利益又は

　　営業損失（△）
5,632 △31 97 5,698 25 5,724

Ⅱ　資産 45,474 16,792 5,536 67,803 (1,995) 65,808

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　北　米…………米国、カナダ

　　　その他…………欧州、アジア、オセアニア

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。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。　　

  ４　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業

利益が日本において28百万円減少しております。

ｃ．海外売上高

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。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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(％)

9,066 59,153 15.3

　（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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（関連当事者との取引）

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）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有又
は被所有
　割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（名）

事業上
の関係

子会社

※２

㈱ダン
ロップス
ポーツ北
海道

札幌市
中央区

20 
スポーツ
用品の販
売

（所有）

直接

100.0

兼任2 販売先
スポーツ用品
の販売※３

559 受取手形 638

 関連会社

長維BVI
工業股份
有限公司

英国領
ヴァージ
ン諸島

50千
米ドル

ゴルフク
ラブ部品
の検査等

－

※４
－

部品の
仕入先

ゴルフクラブ
部品の購入
※５

5,275 買掛金 147

柏泉グ
リーン開
発㈱

神戸市
北区

20
ゴルフ場
の運営

（所有）
直接
50.0

兼任1 －
資金の貸付
利息の受取
※６

△50
41

 

長期
貸付金

2,901

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

　１　上記の金額のうち取引金額及び受取手形を除く期末残高には消費税等は含まれておりません。

※２　㈱ダンロップスポーツ北海道は、従来まで関連会社でありましたが、当中間連結会計期間末より連結子

会社となっております。なお、取引金額欄には当中間連結会計期間に係る取引金額を、期末残高欄には

当中間連結会計期間末の残高をそれぞれ記載しております。

※３　販売価格は、他の国内販売会社と同様に市場価格を参考に決定しております。

※４　長維BVI工業股份有限公司は長維工業股份有限公司（当社49.0％出資）の全額出資会社であります。

※５　ゴルフクラブ部品の購入価格は、市場価格を参考に案件ごとに交渉した上で決定しております。

※６　貸付金金利条件については、長期プライムレートを参考に決定しております。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

(1）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有又
は被所有
　割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（名）

事業上
の関係

 関連会社

長維BVI
工業股份
有限公司

英国領
ヴァージ
ン諸島

50千
米ドル

ゴルフク
ラブ部品
の検査等

－

※２
－

部品の
仕入先

ゴルフクラブ
部品の購入
※３

5,549 買掛金 122

柏泉グ
リーン開
発㈱

神戸市
北区

20
ゴルフ場
の運営

（所有）
直接
50.0

兼任1 －
資金の貸付
利息の受取
※４

△30
47

 

長期
貸付金

2,871

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

　１　上記の金額のうち取引金額及び買掛金を除く期末残高には消費税等は含まれておりません。

※２　長維BVI工業股份有限公司は長維工業股份有限公司（当社49.0％出資）の全額出資会社であります。

※３　ゴルフクラブ部品の購入価格は、市場価格を参考に案件ごとに交渉した上で決定しております。

※４　貸付金金利条件については、長期プライムレートを参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 103,544円88銭        110,195円37銭

１株当たり当期純利益 12,687円37銭       10,578円18銭

 　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。

　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）　算定上の基礎は以下のとおりであります。

　１ 　１株当たり純資産額

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 31,513 33,695

純資産の合計額から控除する金額（百万円）

 （うち少数株主持分）

1,485

(1,485）

1,738

(1,738) 

普通株式に係る純資産額（百万円） 30,028 31,956

期末の普通株式の発行済株式数（株） 290,000 290,000

　２ 　１株当たり当期純利益

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 3,382 3,067

普通株主に帰属しない金額（百万円）

 （うち利益処分による役員賞与金）

－

(－）

－

(－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,382 3,067

普通株式の期中平均株式数（株） 266,575 290,000
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当連結会計年度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

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

金額（百万円） 前期比（％）

スポーツ用品事業 11,658 99.0

その他事業 － －

合計 11,658 99.0

　　　（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　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

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

金額（百万円） 前期比（％）

 ゴルフ用品 47,257 102.2

 テニス用品 6,598 108.4

 ライセンス収入 478 97.1

スポーツ用品事業 54,334 102.8

その他事業 4,819 90.7

合計 59,153 101.7

　　　（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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   73   381  308

２　受取手形 ※1,2  617   128  △489

３　売掛金 ※1,2  13,179   15,745  2,565

４　製品   3,433   3,918  485

５　原材料   1,091   618  △472

６　仕掛品   120   123  2

７　貯蔵品   307   283  △23

８　前払費用   76   174  97

９　繰延税金資産   1,370   758  △611

10　短期貸付金 ※１  957   5,835  4,877

11　未収入金 ※1,2  2,278   3,190  912

12　未収消費税   42   －  △42

13　その他   112   31  △80

貸倒引当金   △1,151   △40  1,111

流動資産合計   22,510 52.8  31,151 50.5 8,640

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  3,400   3,484    

減価償却累計額  2,149 1,251  2,245 1,238  △12

(2）構築物  1,367   1,344    

減価償却累計額  890 477  901 443  △33

(3）機械及び装置  8,487   8,190    

減価償却累計額  7,274 1,212  7,103 1,087  △125

(4）車両及び運搬具  82   78    

減価償却累計額  75 6  73 5  △1

(5）工具器具及び備品  3,514   3,539    

減価償却累計額  2,875 639  2,997 541  △97

(6）土地   1,541   1,508  △33

(7）建設仮勘定   47   41  △6

有形固定資産合計   5,177 12.1  4,866 7.9 △310
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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)

２　無形固定資産         

(1）特許権   954   806  △147

(2）商標権   5,323   4,694  △628

(3）意匠権   308   252  △56

(4）ソフトウェア   232   214  △17

(5）その他   2   11  8

無形固定資産合計   6,820 16.0  5,978 9.7 △841

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   219   119  △100

(2）関係会社株式   3,915   14,999  11,084

(3）関係会社長期貸付金   2,901   4,397  1,496

(4）従業員長期貸付金   4   2  △1

(5）長期前払費用   271   241  △30

(6）繰延税金資産   881   980  99

(7）差入保証金   782   797  15

(8）前払年金費用   519   565  46

関係会社株式評価引
当金

  △1,356   △1,356  －

貸倒引当金   －   △1,097  △1,097

投資その他の資産合計   8,138 19.1  19,649 31.9 11,511

固定資産合計   20,136 47.2  30,495 49.5 10,359

資産合計   42,647 100.0  61,647 100.0 19,000
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形 ※２  473   677  203

２　買掛金 ※1,2  4,859   5,582  723

３　短期借入金   －   13,835  13,835

４　未払金 ※２  1,832   2,876  1,043

５　未払費用   154   189  35

６　未払法人税等   100   1,460  1,359

７　預り金 ※１  7,181   7,919  737

８　賞与引当金   76   87  11

９　役員賞与引当金   16   －  △16

10　その他   4   19  14

流動負債合計   14,699 34.5  32,647 53.0 17,947

Ⅱ　固定負債         

１　長期未払金   461   461  －

２　退職給付引当金   342   335  △7

３　その他   7   7  －

固定負債合計   811 1.9  804 1.3 △7

負債合計   15,510 36.4  33,451 54.3 17,940
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   9,207 21.6  9,207 14.9 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  9,207   9,207    

資本剰余金合計   9,207 21.6  9,207 14.9 －

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

別途積立金  2,500   5,500    

繰越利益剰余金  6,105   4,277    

利益剰余金合計   8,605 20.1  9,777 15.9 1,172

株主資本合計   27,020 63.3  28,192 45.7 1,172

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  69 0.2  9 0.0 △60

２　繰延ヘッジ損益   46 0.1  △6 △0.0 △53

評価・換算差額等合計   116 0.3  2 0.0 △113

純資産合計   27,136 63.6  28,195 45.7 1,059

負債純資産合計   42,647 100.0  61,647 100.0 19,000
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

増減

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)

Ⅰ　売上高 ※４  41,278 100.0  42,001 100.0 723

Ⅱ　売上原価 ※１        

１　製品期首たな卸高  3,393   3,433    

２　当期製品製造原価  4,605   4,496    

３　他勘定からの振替高 ※２ 1,203   1,561    

４　当期外注製品仕入高 ※４ 18,502   19,816    

合計  27,704   29,307    

５　他勘定への振替高 ※３ 623   591    

６　製品期末たな卸高 ※５ 3,433 23,647 57.3 3,918 24,797 59.0 1,149

売上総利益   17,630 42.7  17,204 41.0 △426

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１　広告費  4,671   4,563    

２　拡販対策費  2,654   2,565    

３　給与諸手当  816   1,039    

４　販売雑費  468   986    

５　物流費  1,172   1,231    

６　減価償却費  62   101    

７　貸倒引当金繰入額  115   17    

８　賞与引当金繰入額  34   44    

９　役員賞与引当金繰入額  16   －    

10　退職給付費用  52   57    

11　その他  2,539 12,604 30.5 2,372 12,979 30.9 375

営業利益   5,026 12.2  4,225 10.1 △801

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※４ 58   84    

２　受取配当金 ※４ 275   540    

３　諸権利使用料  105   35    

４　ソフトウェア使用料 ※４ 70   53    

５　為替差益  50   －    

６　その他  32 593 1.4 69 783 1.9 190
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

増減

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)

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  28   42    

２　たな卸資産処分損  72   233    

３　為替差損  －   137    

４　上場関係費用  101   －    

５　貸倒引当金繰入額  330   －    

６　その他  50 583 1.4 40 454 1.1 △129

経常利益   5,036 12.2  4,554 10.9 △482

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※６ 43   104    

２　関係会社株式評価引当
金繰入額

 26   －    

３　減損損失 ※７ 80 150 0.4 39 143 0.4 △6

税引前当期純利益   4,885 11.8  4,410 10.5 △475

法人税、住民税及び事
業税

 2,753   1,488    

法人税等調整額  △917 1,836 4.4 589 2,077 4.9 241

当期純利益   3,049 7.4  2,332 5.6 △716
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

増減

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)

Ⅰ　材料費  1,282 27.6 1,435 31.6 153

Ⅱ　労務費  1,545 33.3 1,494 33.0 △51

Ⅲ　経費 ※２ 1,814 39.1 1,604 35.4 △210

当期総製造費用  4,642 100.0 4,534 100.0 △108

期首仕掛品たな卸高  126  120  △5

合計  4,769  4,655  △114

期末仕掛品たな卸高  120  123  2

他勘定への振替高 ※３ 43  35  △7

当期製品製造原価  4,605  4,496  △109

　（脚注）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　１　当社の原価計算は、組別工程別総合原価計算制度に

よっております。

　１　同左

※２　主な内訳は、次のとおりであります。 ※２　主な内訳は、次のとおりであります。

減価償却費 782百万円

修繕維持費 190百万円

技術研究費 195百万円

動力費・光熱費 214百万円

減価償却費    674百万円

修繕維持費    207百万円

技術研究費    135百万円

動力費・光熱費    231百万円

※３　他勘定への振替高は、仕掛品の売却等であります。 ※３　同左
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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
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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当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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18年12月31日　残高 9,207 9,207 2,500 6,105 8,605 27,020

事業年度中の変動額       

剰余金の配当（注） － － － △580 △580 △580

剰余金の配当 － － － △580 △580 △580

別途積立金の積立（注） － － 3,000 △3,000 － －

当期純利益 － － － 2,332 2,332 2,332

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 － － 3,000 △1,827 1,172 1,172

平成19年12月31日　残高 9,207 9,207 5,500 4,277 9,777 28,192

 

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

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注） － － － △580

剰余金の配当 － － － △580

別途積立金の積立（注） － － － －

当期純利益 － － － 2,332

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△60 △53 △113 △113

事業年度中の変動額合計 △60 △53 △113 1,059

平成19年12月31日　残高 9 △6 2 28,195

 （注）　平成19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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(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。）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　同左

 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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品・仕掛品

総平均法による低価法

(1）製品・仕掛品

同左

 (2）原材料

総平均法による原価法

(2）原材料

同左

 

 

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

３　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

(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　　　　　　　３～39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、当事業年度

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。

　この変更に伴い、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益がそれぞれ27百万円減少して

おります。

 

 (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

４　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。

(1）　－
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５　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

 (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

 (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。

(3）賞与引当金

　同左

 (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。

 

 

 

 

 

(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。

(4）役員賞与引当金

　　－　

(追加情報)

　当事業年度より、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。

 

 

(5）退職給付引当金

　同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６　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

７　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。

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 

（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

 

同左

 ③　ヘッジ方針

　当社の内部規程に基づき、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

 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

８　消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左

９　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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（役員賞与に関する会計基準）

　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。

―――

　

（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。

―――

　　

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（損益計算書）

１　前事業年度まで販売費及び一般管理費に区分掲記して

おりました「販売奨励金」（当事業年度は19百万円）

については、販売費及び一般管理費の総額の100分の5

以下であるため、当事業年度より販売費及び一般管理

費の「その他」に含めて表示しております。

２　前事業年度まで販売費及び一般管理費に区分掲記して

おりました「退職給付引当金繰入額」については、当

事業年度より「退職給付費用」として表示しておりま

す。

３　前事業年度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」（当事業年度は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、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。

―――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

※１　関係会社に対する債権及び債務

　区分掲記した科目以外の関係会社に対する債権及び

債務で重要なものは下記のとおりであります。

※１　関係会社に対する債権及び債務

　区分掲記した科目以外の関係会社に対する債権及び

債務で重要なものは下記のとおりであります。

 科目   金額 

 百万円

受取手形  324

売掛金 12,933

短期貸付金  957

未収入金  2,203

買掛金  1,989

預り金  7,136

 科目   金額 

 百万円

売掛金 15,279

短期貸付金 5,835

未収入金    3,117

買掛金 2,768

預り金 7,846

※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。

※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 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

受取手形   21百万円

売掛金    2,761百万円

未収入金    471百万円

支払手形    137百万円

買掛金   944百万円

未払金    90百万円

　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

額等

①　保証債務

Srixon Sports USA, Inc.

601百万円

（5,050千米ドル）

　３　偶発債務

　関係会社の金融機関からの借入れ等に対する債務保

証額等

①　保証債務

Srixon Sports USA, Inc.

   530百万円

（4,650千米ドル）

 ②　経営指導念書

 Srixon Sports Australasia Pty. Ltd.

 329百万円

 （3,500千豪ドル）

 Srixon Sports Europe Ltd.

  79百万円

 （350千英ポンド）

 

 

 

 

 

②　経営指導念書

Srixon Sports Australasia Pty. Ltd.

   350百万円

（3,500千豪ドル）
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,389百万円

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

     1,253百万円

※２　他勘定からの振替高

　主に住友ゴム工業㈱から買取ったスポーツ用品に係

る産業財産権（特許権、商標権及び意匠権）の償却費

及びゴルフボールに係る付加原価であります。

※２　他勘定からの振替高

　  同左

※３　他勘定への振替高

　主に拡販対策費への振替高であります。

※３　他勘定への振替高

　  同左

※４　関係会社との取引

　関係会社との取引で重要なものは下記のとおりであ

ります。

※４　関係会社との取引

　関係会社との取引で重要なものは下記のとおりであ

ります。

 科目   金額 

 百万円

売上高 36,420

当期外注製品仕入高 9,476

営業外収益  

受取配当金 271

ソフトウェア使用料 60

 科目   金額 

 百万円

売上高 37,096

当期外注製品仕入高 9,714

営業外収益  

受取配当金 538

受取利息 81

ソフトウェア使用料 44

※５　製品の低価基準による評価減の金額

58百万円

※５　製品の低価基準による評価減の金額

  36百万円

※６　固定資産除却損

　内訳は下記のとおりであります。

建物 19百万円

機械及び装置 8百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 11百万円

廃棄費用他 2百万円

計 43百万円

※６　固定資産除却損

　内訳は下記のとおりであります。

建物   6百万円

構築物 　　　4百万円

機械及び装置  63百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品   18百万円

廃棄費用他  11百万円

計   104百万円
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※７　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

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、回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、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。

※７　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)

大阪府箕面市 事業用資産 建物、土地等 39

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。

　上記資産グループについては、売却により処分す

る方針が決定したことから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、時価の算定方法は、不動産鑑定評価額によ

り算出しております。

（株主資本等変動計算書関係）

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。

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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・リース取引に係る注記

（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、

減損損失累計相当額及び期末残高相当額

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・リース取引に係る注記

（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）

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

 
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

140 67 73

ソフトウェ
ア

23 13 9

合計 163 81 82

（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。

（注）同左

２　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

一年内 26百万円

一年超 48百万円

合計 74百万円

一年内   30百万円

一年超  52百万円

合計  82百万円

（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。

（注）同左

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 39百万円

減価償却費相当額 39百万円

支払リース料   32百万円

減価償却費相当額   32百万円

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

 

 （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

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日）

　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。

当事業年度（平成19年12月31日）

　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。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

（単位：百万円）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

（単位：百万円）

（繰延税金資産）  

①　流動資産  

貸倒引当金 465

未払事業税 4

たな卸資産評価損 168

広告宣伝費 159

税務上の繰越欠損金 543

その他 62

計 1,403

  

②　固定資産  

関係会社株式評価引当金 544

関係会社株式評価損 519

退職給付引当金 138

広告宣伝費 139

その他 73

計 1,415

繰延税金資産合計 2,819

  

（繰延税金負債）  

①　流動負債  

繰延ヘッジ利益 △31

その他 △1

計 △33

  

②　固定負債  

固定資産圧縮積立金 △276

前払年金費用 △209

その他有価証券評価差額金 △47

計 △533

繰延税金負債合計 △566

差引：繰延税金資産の純額 2,252

（繰延税金資産）  

①　流動資産  

貸倒引当金 16

未払事業税 134

たな卸資産評価損 178

広告宣伝費 294

その他 134

計 758

  

②　固定資産  

関係会社株式評価引当金 544

貸倒引当金 443

関係会社株式評価損 519

退職給付引当金 135

広告宣伝費 276

その他 92

　小計 2,011

評価性引当額 △540

計 1,470

繰延税金資産合計 2,229

  

（繰延税金負債）  

①　固定負債  

固定資産圧縮積立金 △254

前払年金費用 △228

その他有価証券評価差額金 △6

計 △489

繰延税金負債合計 △489

差引：繰延税金資産の純額 1,739

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因

（単位：％）

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因

（単位：％）

法定実効税率 40.4

  

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△1.9

試験研究費税額控除 △1.1

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.6

法定実効税率 40.4

  

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△4.4

試験研究費税額控除 △1.5

評価性引当額 12.3

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 93,573円78銭       97,226円78銭

１株当たり当期純利益 11,437円80銭       8,043円78銭

 　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。

　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）算定上の基礎は以下のとおりであります。

  １ 　１株当たり純資産額

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 27,136 28,195

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 27,136 28,195

期末の普通株式の数（株） 290,000 290,000

　２ 　１株当たり当期純利益

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当期純利益（百万円） 3,049 2,332

普通株主に帰属しない金額（百万円）

 （うち利益処分による役員賞与金）

－

(－）

－

(－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,049 2,332

普通株式の期中平均株式数（株） 266,575 290,000

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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７．役員の異動
　

 ２月14日(木)開催の取締役会で次のとおり内定いたしました。

 

 １. 役員の就退任（３月26日(水)付）　　

 

 　（1）新任　　※(　 )内は現職　

 　　 　３月26日(水)開催予定の定時株主総会において、次の取締役の選任についての議案を提出いたします。 　　

 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グレッグ　 ホプキンス

 　　　　取締役　　　　　　Greg　Hopkins　  　　　　 （Roger Cleveland Golf Company,Inc. 社長兼

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最高経営責任者）

 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ささき　  やすゆき

 　　　　社外監査役　　　　佐々木　保 行　 　　　　　（住友ゴム工業㈱　取締役 常務執行役員）

 

 　（2）退任

 
 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　きのした　 としまさ

 　　　　社外監査役　　　　木 下　敏磨佐

 　　　

 　　　

 ２. 新取締役候補の略歴

 
 　　　　　グレッグ　 ホプキンス

 　　　Greg  Hopkins

 

 　　　　　1955年（昭和30年）５月21日生（52歳）

 　　　　　国籍：アメリカ合衆国

 

 　　　　　　　1977年（昭和52年）５月　　　　ミリケン大学卒業（科学・教育専攻）

 　　　　　　　1997年（平成９年）１月　　　　Roger Cleveland Golf Company,Inc. 入社

 　　　　　　　1997年（平成９年）６月　　　　同社長

 　　　　　　　2003年（平成15年）８月　　　　同社長兼最高経営責任者（現任）

 

 

 ３. 新監査役候補の略歴

 
 　　　　　 　ささき　　やすゆき

　 　　佐々木　保 行

 　　

　 　　　　1948年（昭和23年）11月８日生（59歳）

 　　　　　宮城県出身

 　　

 　　　　　　　1971年（昭和46年）３月　　　　東北大学法学部卒業

 　　　　　　　1971年（昭和46年）４月　　　　住友電気工業㈱入社　

 　　　　　　　1994年（平成６年）７月　　　　同社　法務部長

 　　　　　　　1997年（平成９年）１月　　　　住友ゴム工業㈱経理部　資金・財務担当部長

 　　　　　　　1997年（平成９年）７月　　　　同社　経理部長

 　　　　　　　1998年（平成10年）３月　　　　同社　取締役

 　　　　　　　2001年（平成13年）１月　　　　同社　常務取締役

 　　　　　　　2003年（平成15年）３月　　　　同社　取締役 常務執行役員 （現任）
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