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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 19,001 ― 633 ― 665 ― 375 ―

20年3月期第2四半期 18,185 2.4 487 2.9 513 △13.1 127 △59.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 17.17 ―

20年3月期第2四半期 5.44 ―

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

21年3月期第2四半期 39,174 27,439 70.0 1,254.77
20年3月期 38,011 27,398 72.1 1,252.90

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  27,439百万円 20年3月期  27,398百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 39,500 7.4 1,650 3.7 1,600 0.0 850 △42.6 38.87

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １． 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提として
おります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  ２． 当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  23,405,200株 20年3月期  23,405,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,537,363株 20年3月期  1,537,363株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  21,867,837株 20年3月期第2四半期  23,367,910株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安が大手金融機

関の破綻にまで及ぶに至り、世界的な株安、不安定な為替相場、原材料の高騰、購買意欲の減退を助成し、先行きの

不透明感が高まっております。 

 スポーツ用品業界では、８月の北京オリンピックによる購買浮揚効果も期待ほど高まらず、継続的な商品の供給過

剰状態は販売価格の低下を招き、過当競争の激化から総じて厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、これまで培ってきた技術、デザインの優位性を高めるべく製商品開発に注

力し、継続的に新製品を投入してまいりました。 

 また、営業においては、広告宣伝活動の強化を図り、北京オリンピック、ヨネックスレディスゴルフトーナメン

ト、ヨネックスオープンジャパンバドミントン大会等の協力・協賛イベントに集中的に取り組み、ユーザーへの視覚

的遡及効果を高め、年間受注活動を見据えた布石としてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は190億１百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は６

億33百万円（前年同期比30.1％増）、経常利益は６億65百万円（前年同期比29.7％増）、四半期純利益は３億75百万

円（前年同期比195.7％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（１）［スポーツ用品事業］ 

 北京オリンピックのバドミントン競技における当社用具使用者による全メダルの独占は、当社占有率の高さを表

現する良い機会となりました。引き続き当社グループでは、世界各地での主要大会の協賛、きめ細かい選手の支

援、幅広い商品ラインナップの充実をもって、バドミントン競技における地位を確固たるものとし、事業収益の柱

に据えてまいります。 

 テニスについては、期初好調であった契約選手が怪我等で成績不振となり宣伝効果が低下し、過剰供給による廉

価販売も常態化する中、販売は伸び悩んでおります。 

 ゴルフでは石川遼、若林舞衣子の両若手契約選手の活躍が、マスコミ、メディア媒体に取り上げられ、ブランド

イメージ高揚に大きな効果がありましたが、ゴルフ用品の販売は、経済情勢の悪化に伴う購買意欲の減退がより大

きく影響し苦戦いたしました。 

 ウエア、シューズを中心とした商品群においては、引き続き好評を頂いている革新的な素材・技術を拡大投入

し、消費者への浸透を図っております。 

 この結果、スポーツ用品事業の売上高は186億79百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は５億63百万円（前年

同期比23.7％増）となりました。 

（２）［スポーツ施設事業］ 

 ゴルフ場利用者数及び消費単価は引き続き下降傾向にありますが、スポーツ施設事業の中核をなすヨネックスカ

ントリークラブでは、コースコンディションの向上や営業努力により入場者数を増大することが出来ました。８月

に10回目の記念大会として開催したヨネックスレディスゴルフトーナメントは、例年以上の好評を頂き、テレビ視

聴率、観客動員数では女子プロゴルフトーナメントの中でも有数の大会へと成長してまいりました。 

 この結果、スポーツ施設事業の売上高は３億21百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益は69百万円（前年同期

比123.9％増）となりました。 
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 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（１）［日本］ 

 国内市場は物価の上昇、企業破綻の増加、株安等、経済情勢の不透明感の高まりによって、減速感が増しており

ます。更なる米ドルに対する円高の進行から、輸入原材料・商品の調達コスト低減が期待できる反面、競合する輸

入品の差益還元値下げが予見され、将来的に楽観できない状況です。 

 バドミントンは、安定した選手層、愛好者層の指名買いに支えられ、好調な販売を維持しております。テニス、

ゴルフは、注目選手の活躍により競技自体に明るい話題はあるものの、販売価格低迷や購買意欲の減退から苦戦い

たしました。 

 当第２四半期連結累計期間は、各種目共、顧客満足度の維持向上のため、年度計画を意識した広告宣伝施策を強

化いたしました。 

 この結果、売上高は167億67百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は５億41百万円（前年同期比50.5％増）と

なりました。 

（２）［北米］ 

 北米市場は、大手金融機関の破綻が表面化し、経済の情勢は一段と悪化しており、企業、消費者の購買意欲も減

退の一途を辿っております。 

 当地域では新興種目であるバドミントンの業績は着実に伸張しているものの、テニス、ゴルフは市場価格の混乱

と販売店の信用低下から積極的な営業活動が制約されており、見込んでいた業績挽回には至っておりません。 

 この結果、売上高は５億74百万円（前年同期比2.9％減）、営業損失は77百万円（前年同期は17百万円の営業利

益）となりました。 

（３）［ヨーロッパ］ 

 ヨーロッパ市場は、アメリカ発の金融不安の影響を受け、経済の減速感が高まり、金融機関に対する公的資金の

注入や基幹決済通貨の急激な下落は、更なる減速のリスクを孕んでおります。 

 バドミントンの販売は安定した業績を残しておりますが、テニスは苦戦しております。ゴルフでは、英国でのナ

ノスピードｉの販売が好調を維持しております。 

 この結果、売上高は12億４百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は５百万円（前年同期は64百万円の営業損

失）となりました。 

（４）［アジア（台湾）］ 

 台湾市場は、堅調であった輸出に先行きの減速感が漂い始め、株価下落、インフレ持続から、消費も弱含みで推

移しております。 

 バドミントンは愛好者層の指名買いにより高価格帯商品の販売が好調で、テニスも台湾選手の活躍が追い風とな

り、業績は良化傾向にありますが、僅かに前年実績に及びませんでした。 

 この結果、売上高は４億54百万円（前年同期比4.3％減）、営業利益は１億25百万円（前年同期比1.6％減）とな

りました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、391億74百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億63百

万円の増加となりました。その主な要因は、売上債権及びたな卸資産の増加によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、117億35百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億22百

万円の増加となりました。その主な要因は、仕入増大に伴い支払手形が増加したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、274億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて40百万

円の増加となりました。その主な要因は利益剰余金の増加が為替換算調整勘定により相殺されたことによるものであ

ります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ17

億96百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は73億93百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、得られた資金は21億18百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益と売上債権

の回収による増加及び非資金科目による影響によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は１億47百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は１億64百万円となりました。これは主に、配当金の支払によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績は当初計画を上回る水準で推移しましたが、通期業績予想につきましては、金融市

場の混乱などにより、先行きの経済情勢、為替変動が不透明であることから、平成20年５月15日に公表した決算短信

における業績予想の見直しは行っておりません。 
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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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（３）四半期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 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を第１四半期連結会計期

間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して

おります。 

これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影響はありません。 

 ③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影響は軽微であります。 

 ④ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影響はありません。 

（追加情報） 

・有形固定資産の耐用年数の変更 

機械装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第１四半

期連結会計期間より変更しております。 

これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,943,770 6,147,284

受取手形及び売掛金 8,462,291 9,481,169

商品及び製品 2,695,214 2,384,097

仕掛品 788,046 765,502

原材料及び貯蔵品 832,906 710,948

繰延税金資産 559,754 771,922

その他 1,558,317 1,353,565

貸倒引当金 △82,148 △100,152

流動資産合計 22,758,153 21,514,337

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,954,722 2,969,641

土地 7,642,421 7,653,740

その他（純額） 2,165,253 2,132,387

有形固定資産合計 12,762,397 12,755,769

無形固定資産 126,875 155,542

投資その他の資産   

投資有価証券 131,964 122,245

繰延税金資産 1,145,928 1,118,642

長期預金 2,000,000 2,000,000

その他 871,435 969,952

貸倒引当金 △621,782 △625,084

投資その他の資産合計 3,527,545 3,585,756

固定資産合計 16,416,818 16,497,067

資産合計 39,174,971 38,011,405
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,355,196 3,788,534

未払金 1,306,484 908,048

未払法人税等 101,826 38,587

未払消費税等 28,655 78,279

賞与引当金 593,272 524,787

役員賞与引当金 10,000 20,000

設備関係支払手形 89,028 46,546

その他 403,613 417,460

流動負債合計 6,888,076 5,822,244

固定負債   

退職給付引当金 2,002,141 1,937,347

役員退職慰労引当金 398,033 381,213

長期預り保証金 2,433,816 2,472,447

その他 13,891 －

固定負債合計 4,847,883 4,791,008

負債合計 11,735,959 10,613,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,706,600 4,706,600

資本剰余金 7,483,439 7,483,439

利益剰余金 16,547,479 16,413,032

自己株式 △1,234,578 △1,234,578

株主資本合計 27,502,940 27,368,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,128 9,485

為替換算調整勘定 △79,057 20,173

評価・換算差額等合計 △63,928 29,658

純資産合計 27,439,012 27,398,152

負債純資産合計 39,174,971 38,011,405
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 19,001,509

売上原価 10,900,327

売上総利益 8,101,181

販売費及び一般管理費 7,467,249

営業利益 633,932

営業外収益  

受取利息 22,305

受取賃貸料 13,469

受取ロイヤリティー 29,987

その他 11,384

営業外収益合計 77,147

営業外費用  

支払利息 2,756

売上割引 11,262

為替差損 24,044

その他 7,037

営業外費用合計 45,101

経常利益 665,978

特別利益  

固定資産売却益 656

貸倒引当金戻入額 943

その他 68

特別利益合計 1,668

特別損失  

固定資産売却損 256

固定資産除却損 9,300

その他 54

特別損失合計 9,610

税金等調整前四半期純利益 658,035

法人税、住民税及び事業税 83,815

法人税等調整額 198,713

法人税等合計 282,528

四半期純利益 375,507
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 9,796,261

売上原価 5,704,168

売上総利益 4,092,092

販売費及び一般管理費 3,996,257

営業利益 95,834

営業外収益  

受取利息 13,778

受取賃貸料 6,688

受取ロイヤリティー 16,859

その他 6,160

営業外収益合計 43,487

営業外費用  

支払利息 1,201

売上割引 4,518

為替差損 103,742

その他 7,037

営業外費用合計 116,499

経常利益 22,822

特別利益  

固定資産売却益 417

その他 68

特別利益合計 486

特別損失  

固定資産売却損 16

固定資産除却損 5,802

その他 54

特別損失合計 5,873

税金等調整前四半期純利益 17,436

法人税、住民税及び事業税 54,677

法人税等調整額 8,433

法人税等合計 63,110

四半期純損失（△） △45,674
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 658,035

減価償却費 309,781

貸倒引当金の増減額（△は減少） △943

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,535

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,841

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,820

長期前払費用償却額 19,387

受取利息及び受取配当金 △23,449

支払利息 2,756

為替差損益（△は益） △9,223

有形固定資産売却損益（△は益） △400

有形固定資産除却損 9,300

投資有価証券売却損益（△は益） △14

その他の営業外損益（△は益） △35,397

売上債権の増減額（△は増加） 987,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △491,883

仕入債務の増減額（△は減少） 547,417

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,623

その他の資産の増減額（△は増加） △280,934

その他の負債の増減額（△は減少） 288,486

小計 1,999,275

利息及び配当金の受取額 22,949

利息の支払額 △2,783

その他の収入 45,696

その他の支出 △19,108

法人税等の支払額 72,876

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,118,906

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 △129,386

有形固定資産の売却による収入 1,225

有形固定資産の除却による支出 △2,200

投資有価証券の取得による支出 △601

投資有価証券の売却による収入 382

貸付けによる支出 △19,700

貸付金の回収による収入 17,556

投資その他の資産の増減額（△は増加） △14,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,392
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △163,235

その他 △1,668

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,796,486

現金及び現金同等物の期首残高 5,596,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,393,312
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、製品（商品又は役務を含む）の種類、性質及び販売市場の類似性を主眼にした区分によってお

ります。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

(1）スポーツ用品事業……バドミントン用品、テニス用品、ゴルフ用品等の製造・販売 

(2）スポーツ施設事業……ゴルフ場、テニス・ゴルフ練習場の運営 

３．当連結会計年度より、ヨネックスレディスゴルフトーナメントによるブランドイメージ高揚効果が増してき

たことに伴い、管理手法の一層の適正化を図る判断をしたため、同大会開催費用の配賦方法を一部見直して

おります。 

 
スポーツ用品
事業（千円） 

スポーツ施設
事業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 9,621,177 175,083 9,796,261 － 9,796,261 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
7,243 20,000 27,243 △27,243 － 

計 9,628,420 195,083 9,823,504 △27,243 9,796,261 

営業利益 41,245 54,589 95,834 － 95,834 

 
スポーツ用品
事業（千円） 

スポーツ施設
事業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 18,679,754 321,754 19,001,509 － 19,001,509 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
13,337 20,000 33,337 △33,337 － 

計 18,693,092 341,754 19,034,846 △33,337 19,001,509 

営業利益 563,958 69,973 633,932 － 633,932 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米   （米国、カナダ） 

(2）ヨーロッパ（英国、ドイツ） 

(3）アジア  （台湾） 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対

する売上高 
8,648,724 281,442 573,044 293,049 9,796,261 － 9,796,261 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

632,509 3,893 769 558,378 1,195,551 △1,195,551 － 

計 9,281,233 285,335 573,814 851,428 10,991,812 △1,195,551 9,796,261 

営業利益（又は

営業損失△） 
△10,307 △13,518 8,872 91,105 76,151 19,683 95,834 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に

対する売上

高 

16,767,986 574,473 1,204,347 454,700 19,001,509 － 19,001,509 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

1,176,892 4,500 2,467 1,187,683 2,371,544 △2,371,544 － 

計 17,944,879 578,974 1,206,814 1,642,384 21,373,053 △2,371,544 19,001,509 

営業利益（又

は営業損失

△） 

541,860 △77,163 5,740 125,923 596,359 37,572 633,932 
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〔海外売上高〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米   （米国、カナダ他） 

(2）ヨーロッパ（英国、ドイツ他） 

(3）アジア    （シンガポール、韓国、中国他） 

３．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。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
286,929 918,193 1,743,209 55,190 3,003,522

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－ － － － 9,796,261

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
2.9 9.4 17.8 0.5 30.6

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
584,414 1,806,552 3,148,098 86,276 5,625,341

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－ － － － 19,001,509

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
3.1 9.5 16.6 0.4 29.6
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   18,185,738 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,728,395 59.0 

売上総利益   7,457,342 41.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,970,181 38.3 

営業利益   487,161 2.7 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 19,474     

２．受取賃貸料 13,574     

３．ロイヤリティ収入 12,891     

４．その他 7,928 53,868 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 5,203     

２．売上割引 11,390     

３．為替差損 5,263     

４．その他 5,832 27,690 0.2 

経常利益   513,339 2.8 

Ⅵ 特別利益       

１．機械装置及び運搬具売却
益 465     

２．工具器具及び備品売却益 500 965 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．機械装置及び運搬具売却
損 447     

２．固定資産除却損 54,108     

３．役員退職特別功労金 100,000 154,556 0.8 

税金等調整前中間純利益   359,748 2.0 

法人税、住民税及び事業
税 64,873     

法人税等調整額 167,868 232,742 1.3 

中間純利益   127,006 0.7 
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（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 359,748 

減価償却費  295,680 

貸倒引当金の増加額 737 

賞与引当金の減少額 △16,410 

役員賞与引当金の減少額  △13,000 

退職給付引当金の減少額 △32,040 

役員退職慰労引当金の増
加額 16,779 

長期前払費用償却 19,162 

受取利息及び受取配当金 △20,605 

支払利息 5,203 

為替差損益 57,915 

有形固定資産売却益 △965 

有形固定資産除売却損 54,556 

役員退職特別功労金 100,000 

その他収益 △33,263 

その他支出 17,223 

売上債権の減少額 905,231 

たな卸資産の増加額 △202,641 

仕入債務の増加額 521,359 

未払消費税等の減少額 △61,096 

その他資産の増加額 △283,523 

その他負債の増加額 44,857 

小計 1,734,908 

利息及び配当金の受取 21,353 

利息の支払額 △5,227 

その他収益の受取額 45,876 

その他支出の支払額 △20,336 

役員退職慰労金の支払額 △696,815 

法人税等の支払額 △67,490 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 1,012,269 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

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 

△120,000 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△234,088 

有形固定資産の売却によ
る収入 1,210 

有形固定資産の除却に伴
う支出 

△45,458 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△1,800 

貸付けによる支出 △12,980 

貸付金の回収による収入 20,664 

その他固定資産の取得に
よる支出  

△17,782 

その他固定資産の売却に
よる収入 7,500 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△402,735 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

配当金の支払額 △175,418 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△175,418 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△10,421 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 423,694 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 7,072,375 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

7,496,070 
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（３）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
スポーツ用品
事業（千円） 

スポーツ施設
事業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 17,882,124 303,614 18,185,738 － 18,185,738 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,608 － 11,608 △11,608 － 

計 17,893,732 303,614 18,197,346 △11,608 18,185,738 

営業費用 17,437,823 272,362 17,710,185 △11,608 17,698,577 

営業利益 455,909 31,251 487,161 － 487,161 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に

対する売上

高 

16,014,539 591,336 1,104,587 475,274 18,185,738 － 18,185,738 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

1,057,032 2,056 1,856 1,218,007 2,278,953 △2,278,953 － 

計 17,071,571 593,393 1,106,444 1,693,281 20,464,691 △2,278,953 18,185,738 

営業費用 16,711,601 576,135 1,171,385 1,565,260 20,024,383 △2,325,805 17,698,577 

営業利益（又

は営業損失

△） 

359,970 17,258 △64,941 128,021 440,308 46,852 487,161 

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 600,994 1,723,336 3,004,874 98,802 5,428,007 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 18,185,738 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
3.3 9.5 16.5 0.5 29.8 
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