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連結損益の概要（連結損益の概要（11--99月累計）月累計）

3030
（5.2％）

5959
（10.3％）

6363
(11.0％)

570570

当当四半期四半期

((累計累計))
増　減増　減前年同期前年同期

++38.9%38.9%++88
(+0.1%)(+0.1%)

2121
(5.1%)(5.1%)

純利益純利益
（純利益率）（純利益率）

+56.9%+56.9%++2121
(+1.4%)(+1.4%)

3737
(8.9%)(8.9%)

経常利益経常利益
（経常利益率）（経常利益率）

+76.2%+76.2%++2727
(+2.5%)(+2.5%)

3636
(8.5%)(8.5%)

営業利益営業利益
（営業利益率（営業利益率））

+35.8%+35.8%+150+150420 420 売上高売上高

3030
（5.2％）

5959
（10.3％）

6363
(11.0％)

570570

当当四半期四半期

((累計累計))
増　減増　減前年同期前年同期

++38.9%38.9%++88
(+0.1%)(+0.1%)

2121
(5.1%)(5.1%)

純利益純利益
（純利益率）（純利益率）

+56.9%+56.9%++2121
(+1.4%)(+1.4%)

3737
(8.9%)(8.9%)

経常利益経常利益
（経常利益率）（経常利益率）

+76.2%+76.2%++2727
(+2.5%)(+2.5%)

3636
(8.5%)(8.5%)

営業利益営業利益
（営業利益率（営業利益率））

+35.8%+35.8%+150+150420 420 売上高売上高

+2,8627,35110,213１株当たり四半期１株当たり四半期
純利益純利益((円円))

+2,8627,35110,213１株当たり四半期１株当たり四半期
純利益純利益((円円))

売上高 +150億円
主力のゴルフクラブ「ザ･ゼク

シオ」が好調に推移したことに
加え、クリーブランド社の売上
(123億円)が加わったことで
対前年で大幅増収。

経常利益 +21億円
利益率の高いゴルフクラブ

　 の増収と経費節減効果、クリ
ーブランド社の連結により対
前年で増益。

純利益 +8億円
【対前年同期増減の内訳】

　　・ 経常利益 　　　+21億円

　　・ 特別損失 　　　 △4
　　・ 税金関係 　　　 △9

　　・ 少数株主利益 　+0　

売上高売上高 ++150150億円億円
主力のゴルフクラブ「ザ･ゼク主力のゴルフクラブ「ザ･ゼク

シオ」が好調に推移したことにシオ」が好調に推移したことに
加え、クリーブランド社の売上加え、クリーブランド社の売上
(123(123億円億円))が加わったことでが加わったことで
対前年で大幅増収。対前年で大幅増収。

経常利益経常利益 ++2121億円億円
利益率の高いゴルフクラブ利益率の高いゴルフクラブ

　　 の増収と経費節減効果、クリの増収と経費節減効果、クリ
ーブランド社の連結により対ーブランド社の連結により対
前年で増益。前年で増益。

純利益純利益 ++88億円億円
【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 　　　　　　+21+21億円億円

　　・　　・ 特別損失特別損失 　　　　　　 △△44
　　・　　・ 税金関係税金関係 　　　　　　 △△99

　　・　　・ 少数株主利益少数株主利益 　　+0+0　　

（単位：億円）
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連結売上高　前年同期比較（1-9月累計）

△△1.4%1.4%△△2296969494ボールボール

570570

2525

545545

33

5353

489489

123123

7070

202202

当四半期当四半期

（累計）（累計）

スポーツ用品事業スポーツ用品事業

△△7.9%7.9%△△0033ライセンス収入ライセンス収入

＋＋37.1%37.1%＋＋148148397397

＋＋11.0%11.0%＋＋222323その他事業その他事業

ゴルフ用品ゴルフ用品

420420

5050

344344
－－

7070

178178

前年同期前年同期

クリーブランド　クリーブランド　((CG)CG)

シューズ・アクセサリー他シューズ・アクセサリー他

クラブクラブ

テニス用品テニス用品

－－＋＋123123

△△0.3%0.3%△△00

増　減増　減単位：億円単位：億円　　

＋＋35.8%35.8%＋＋150150合　計合　計

＋＋4.4%4.4%＋＋33

＋＋42.4%42.4%＋＋145145

＋＋13.6%13.6%＋＋2424
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＋＋37.1%37.1%＋＋148148397397
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－－
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－－＋＋123123

△△0.3%0.3%△△00

増　減増　減単位：億円単位：億円　　

＋＋35.8%35.8%＋＋150150合　計合　計

＋＋4.4%4.4%＋＋33

＋＋42.4%42.4%＋＋145145

＋＋13.6%13.6%＋＋2424
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連結経常利益増減要因（連結経常利益増減要因（11--99月累計）月累計）

※

※ SSMT：Srixon Sports Manufacturing(Thailand)

　 DGS：㈱ダンロップゴルフショップ
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連結売上高　前年同期比較（7-9月）

△△1.2%1.2%△△0031313131ボールボール

164164

77

157157

11

1717

139139

2323

2222

6363

当四半期当四半期

（累計）（累計）

スポーツ用品事業スポーツ用品事業

△△6.2%6.2%△△0011ライセンス収入ライセンス収入

＋＋20.0%20.0%＋＋2626131131

△△14.1%14.1%△△1188その他事業その他事業

ゴルフ用品ゴルフ用品

139139

1818

112112
－－

2323

5858

前年同期前年同期

クリーブランド　クリーブランド　((CG)CG)

シューズ・アクセサリー他シューズ・アクセサリー他

クラブクラブ

テニス用品テニス用品

－　－　＋＋2323

△△4.7%4.7%△△11

増　減増　減単位：億円単位：億円　　

＋＋18.1%18.1%＋＋2525合　計合　計

△△4.2%4.2%△△11

＋＋24.2%24.2%＋＋2727

＋＋8.9%8.9%＋＋55
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連結経常利益増減要因（連結経常利益増減要因（77--99月）月）

※

※ SSMT：Srixon Sports Manufacturing(Thailand)

　 DGS：㈱ダンロップゴルフショップ
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2006年 2007年 2008年

原材料価格の上昇原材料価格の上昇

※2006年平均を100とした指数で表示(当社調べ)

　チタン材料
（ゴルフクラブ）　前年比102％

　チタン材料チタン材料
（ゴルフクラブ）　（ゴルフクラブ）　前年比前年比102102％％

樹脂
（ゴルフボール）　前年比105％

樹脂樹脂
（ゴルフボール）　（ゴルフボール）　前年比前年比105105％％

合成ゴム
（ゴルフボール）　前年比110％

合成ゴム合成ゴム
（ゴルフボール）　（ゴルフボール）　前年比前年比110110％％

（通期予想）

主要原材料価格の推移

その他、ゴルフボール材料も上昇その他、ゴルフボール材料も上昇

0808年年11--99月損益への影響月損益への影響

ゴルフクラブ関連　▲ゴルフクラブ関連　▲1.91.9億円億円

ゴルフボール関連　▲ゴルフボール関連　▲1.41.4億円億円

カーボン繊維
（ゴルフクラブ）　前年比115％

カーボン繊維カーボン繊維
（ゴルフクラブ）　（ゴルフクラブ）　前年比前年比115115％％
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バランスシートの推移バランスシートの推移
減価償却資産の償却や長期性預金の減少などで固定資産が減少し、総資産は減少。

主に借入金の返済で負債が減少し、純資産が増加したため、自己資本比率は3.6Ｐ上昇。
減価償却資産の償却や長期性預金の減少などで固定資産が減少し、総資産は減少。減価償却資産の償却や長期性預金の減少などで固定資産が減少し、総資産は減少。

主に借入金の返済で負債が減少し、純資産が増加したため、自己資本比率は主に借入金の返済で負債が減少し、純資産が増加したため、自己資本比率は3.63.6Ｐ上昇。Ｐ上昇。

前期末 当四半期末

固定資産固定資産

325325
(内、少数株主持分 17)

負債負債

321321

純資産純資産

337337

流動資産流動資産

333333

※自己資本比率　※自己資本比率　52.252.2％％

（単位：億円）

固定資産固定資産
305305

((△△2020))
(内、少数株主持分 16)

負債負債

289289
((△△3232))

純資産純資産

349349
(+12)(+12)

流動資産流動資産

333333
((△△00))

※自己資本比率　※自己資本比率　48.648.6％％ 総資産 638総資産 638総資産 658総資産 658

147

期末期末

121

第第33四半期末四半期末

20082008年年

9

第第33四半期末四半期末

20072007年年

△26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）

147

期末期末

121

第第33四半期末四半期末

20082008年年

9

第第33四半期末四半期末

20072007年年

△26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）
有利子負債
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連結業績予想

◆売上高（+168億円）

CG社の売上が加わることと、国内

　のゴルフクラブ販売が好調なことに
　より大幅に増収。

◆経常利益（+11億円）

国内ゴルフクラブ増収による販売

　構成の良化と経費節減により増益
　の見込み。　

　　量・構成　　　　　　　＋12億円　　
　　原材料高騰　　　　　　△6　
　　原価改善努力 　　　 ＋6
　　為替　　　　　　　　　　 △2
　　プロモーション費用　　＋6
　　経費他　　　　　　　　　△1
　　連結範囲異動他　　　△4
　　 ＜CG社他,のれん償却含む＞

◆当期純利益（+1億円）

グループ販売体制の再編に伴う
　一時費用を特別損失に計上するこ
　とにより、微増にとどまる見込み。

◆売上高（+168億円）

CG社の売上が加わることと、国内

　のゴルフクラブ販売が好調なことに
　より大幅に増収。

◆経常利益（+11億円）

国内ゴルフクラブ増収による販売

　構成の良化と経費節減により増益
　の見込み。　

　　量・構成　　　　　　　＋12億円　　
　　原材料高騰　　　　　　△6　
　　原価改善努力 　　　 ＋6
　　為替　　　　　　　　　　 △2
　　プロモーション費用　　＋6
　　経費他　　　　　　　　　△1
　　連結範囲異動他　　　△4
　　 ＜CG社他,のれん償却含む＞

◆当期純利益（+1億円）

グループ販売体制の再編に伴う
　一時費用を特別損失に計上するこ
　とにより、微増にとどまる見込み。

32
(4.2%)

67
(8.8%)

70
(9.2%)

760

20082008年年
通期予想通期予想 増　減増　減

20072007年年
実績実績

+4.3%+4.3%++11
((△△1.0%)1.0%)

3131
(5.2%)(5.2%)

純利益純利益
（純利益率）（純利益率）

+19.6%+19.6%++1111
((△△0.7%)0.7%)

5656
(9.5%)(9.5%)

経常利益経常利益
（経常利益率）（経常利益率）

+22.3%+22.3%++1313
((△△0.5%)0.5%)

5757
(9.7%)(9.7%)

営業利益営業利益
（営業利益率）（営業利益率）

+28.5%+28.5%+168+168592592売上高売上高

32
(4.2%)

67
(8.8%)

70
(9.2%)

760

20082008年年
通期予想通期予想 増　減増　減

20072007年年
実績実績

+4.3%+4.3%++11
((△△1.0%)1.0%)

3131
(5.2%)(5.2%)

純利益純利益
（純利益率）（純利益率）

+19.6%+19.6%++1111
((△△0.7%)0.7%)

5656
(9.5%)(9.5%)

経常利益経常利益
（経常利益率）（経常利益率）

+22.3%+22.3%++1313
((△△0.5%)0.5%)

5757
(9.7%)(9.7%)

営業利益営業利益
（営業利益率）（営業利益率）

+28.5%+28.5%+168+168592592売上高売上高

+45610,57811,034１株当たり当期１株当たり当期
純利益純利益（（円）円）

+45610,57811,034１株当たり当期１株当たり当期
純利益純利益（（円）円）

（単位：億円）

※平成20年8月8日公表の予想から変更しておりません。
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株主還元

配当金推移

配当総額
単体

配当性向

連結

配当性向

中間 2,000円

期末 2,000円

中間 2,000円

期末 2,000円

2008年12月期

（期末は予定）
年間 4,000円

１株当たり配当金

2007年12月期 年間 4,000円 11.6億円

11.6億円

49.7％ 37.8％

34.6％ 36.3％

※業績予想数値に基づく配当性向

※ ※

　　　　年１回実施年１回実施 （（1212月末）月末）　　１株以上保有の株主様対象１株以上保有の株主様対象

　　　　　　

　　　　　　　　

株主優待

優待品：自社製品優待品：自社製品（ゴルフボール、テニスボール、その他から選択）（ゴルフボール、テニスボール、その他から選択）

　　１～９株保有：１～９株保有： 4,0004,000円相当　　円相当　　

　　1010株以上保有：株以上保有：8,0008,000円相当　　　　円相当　　　　

次回の優待品は、次回の優待品は、

0909年年44月末日のお届け予定月末日のお届け予定




