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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 1,756 ― 14 ― △41 ― △0 ―

20年9月期第1四半期 2,823 76.2 303 ― 322 ― 218 ―

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9月期第1四半期 △0.03 ―

20年9月期第1四半期 20.52 ―

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9月期第1四半期 5,914 2,906 49.1 273.51
20年9月期 6,500 3,066 47.2 288.61

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  2,962百万円 20年9月期  3,066百万円

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9月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 4,650 △7.7 500 103.1 450 89.0 270 72.1 25.41
通期 10,000 1.7 1,040 87.4 1,000 139.2 600 169.6 56.47

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  有  

[詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]  

(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） 

[詳細は、２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．上記の予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、業況の変化などにより業
績予想と異なる場合があります。 
 ２．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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  10,625,000株 20年9月期  10,625,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  100株 20年9月期  100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  10,624,900株 20年9月期第1四半期  10,624,900株

－ 1 －



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１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とする金融市場の混乱から株価が下落

し、円高が進行いたしました。この影響により企業の設備投資が減少し、雇用不安の表面化、個人消費の低迷など景

気は急速に悪化いたしております。

　当社グループが属するゴルフ用品業界、健康食品業界においても消費不振が加速し、市場環境は厳しいものとなり

ました。

　このような状況のもと、当社グループは主力のゴルフ関連事業において、フェアウェイウッドシリーズ「シャトル」

（メンズ及びレディス）、エントリーモデル「ベリティ」の３機種で新商品を投入し、また健康食品事業において

「25周年記念パイポ」等を発売し、新商品の販売促進活動に注力してまいりました。しかし景気に対する先行き不安

から、ゴルフ用品市場の落ち込みが顕著となり、また急激な円高と世界的な景気減速から海外売上が減少いたしまし

た。

　以上の結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高が17億５千６百万円、営業利益が１千４百万円、経常損失

が４千１百万円、四半期純損失が０百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億８千６百万円減少し、59億１千４百

万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少によるものであります。

　負債は前連結会計年度末に比べ４億２千６百万円減少し、30億７百万円となりました。これは主に長期借入金の減

少によるものであります。

　純資産は前連結会計年度末に比べ１億６千万円減少し、29億６百万円となりました。これは主に配当金の支払と繰

延ヘッジ損益及び為替の評価・換算差額の減少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

　平成21年９月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月11日に公表いたしました連結業績予想に変更はござ

いません。

 

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　主として、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

 

（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。
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（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より、「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）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。

　この変更による損益への影響はありません。

（リース取引に関する会計基準の適用）

　「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日以降開

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、当第１四半

期連結会計期間から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売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。なお、当該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

取引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。

　この変更による四半期連結貸借対照表への影響はありません。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 665,096 815,550

受取手形及び売掛金 1,890,283 2,289,666

たな卸資産 2,007,418 2,137,906

繰延税金資産 221,185 171,732

その他 289,430 365,872

貸倒引当金 △42,647 △42,510

流動資産合計 5,030,766 5,738,218

固定資産   

有形固定資産 183,091 129,767

無形固定資産 39,746 30,302

投資その他の資産   

投資有価証券 287,780 276,842

繰延税金資産 146,575 115,974

その他 279,796 273,369

貸倒引当金 △53,727 △63,510

投資その他の資産合計 660,424 602,676

固定資産合計 883,262 762,746

資産合計 5,914,029 6,500,964
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 966,060 1,021,869

短期借入金 399,700 421,000

未払金 226,674 144,583

未払法人税等 6,163 97,625

返品調整引当金 68,891 93,288

その他 444,244 247,503

流動負債合計 2,111,734 2,025,869

固定負債   

製品保証引当金 27,531 29,661

長期借入金 850,000 1,360,000

その他 18,697 18,893

固定負債合計 896,228 1,408,554

負債合計 3,007,962 3,434,424

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,046,500 1,046,500

資本剰余金 612,137 612,137

利益剰余金 1,412,127 1,465,524

自己株式 △105 △105

株主資本合計 3,070,659 3,124,056

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △66,286 △10,053

為替換算調整勘定 △98,306 △47,462

評価・換算差額等合計 △164,593 △57,516

純資産合計 2,906,066 3,066,540

負債純資産合計 5,914,029 6,500,964
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,756,248

売上原価 1,097,798

売上総利益 658,450

販売費及び一般管理費 644,342

営業利益 14,108

営業外収益  

持分法による投資利益 22,263

その他 617

営業外収益合計 22,881

営業外費用  

支払利息 17,617

売上割引 586

為替差損 56,514

その他 4,142

営業外費用合計 78,861

経常損失（△） △41,871

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,890

特別利益合計 6,890

特別損失  

固定資産除却損 2,709

特別損失合計 2,709

税金等調整前四半期純損失（△） △37,691

法人税、住民税及び事業税 3,895

法人税等調整額 △41,314

法人税等合計 △37,418

四半期純損失（△） △272
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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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,823,961

Ⅱ　売上原価 1,570,784

売上総利益 1,253,176

Ⅲ　販売費及び一般管理費 949,473

営業利益 303,703

Ⅳ　営業外収益 54,365

１．持分法による投資利益　 39,528

２．その他　 14,837

Ⅴ　営業外費用 35,469

１．支払利息　 13,160

２．売上割引　 2,760

３．為替差損益　 18,936

４．その他　 612

経常利益 322,599

Ⅵ　特別利益 3,927

１．貸倒引当金戻入益　 3,910

２．前期損益修正益　 16

税金等調整前四半期純利益 326,527

法人税、住民税及び事業税 101,224

法人税等調整額 129

少数株主持分利益 7,068

四半期純利益 218,104
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