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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 610 ― △56 ― △56 ― △49 ―
21年2月期第1四半期 1,462 △8.0 141 △35.2 138 △49.3 91 △59.5

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

22年2月期第1四半期 △714.17 ―
21年2月期第1四半期 1,311.74 ―

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

22年2月期第1四半期 2,755 1,140 41.4 16,421.24
21年2月期 3,205 1,012 31.6 14,573.38

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,140百万円 21年2月期  1,193百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

1,540 △33.8 56 △67.6 44 △75.0 28 △75.7 403.13

通期 3,650 △22.5 240 △54.8 218 △57.7 128 △58.4 1,842.89
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(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  
（注）詳細は、４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） 

（注）詳細は、４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．上記の予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想
数値と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「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準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。 

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） 22年2月期第1四半期 69,456株 21年2月期  69,456株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 69,456株 21年2月期第1四半期 69,456株

2



(1)業績の状況 

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年夏以降に顕在化した米国の金融不安による世界的な景

気低迷の影響を受け、本年に入っても失業率の悪化等厳しい状況が続いております。 

  ゴルフ業界におきましても、国内女子プロツアーの人気継続、若手男子プロの活躍とゴルフプレー代の低価格

化が浸透したことによりゴルフ人口は微増となっているものの、国内景気の悪化を受けて消費者心理が一段と冷

え込んだことで、高価格なゴルフクラブへの買い控えにより、ゴルフクラブメーカーの販売数量が著しく減少し

ており厳しい状況であります。 

  このような状況の中、当社グループはゴルフシャフトの新製品開発及び新規事業であるスポーツサイクル製造

販売の事業軌道化に傾注してまいりました。 

 この結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高610,639千円、営業損失56,631千円、経常損失56,164 

        千円、四半期純損失49,603千円となりました。 

   

   当社グループは、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフトの製造販売を柱とし、その他ゴ 

  ルフクラブ組立加工事業及びスポーツサイクル製造販売を行っておりますが、経営の多角化を示すような事業の

  種類がないため、以下のとおり、売上集計区分である事業部門別の売上高及び所在地別セグメントの業績を記載

  しております。  

   
    

   事業部門別の売上高は次のとおりであります。 

     ゴルフシャフト製造販売事業の売上高は、602,143千円となりました。 

     ゴルフクラブ組立加工事業の売上高は、7,118千円となりました。 

  

  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  

     新規事業であるスポーツサイクル製造販売を早期に軌道に乗せるべく、４月にスタートしたスポーツサイク

   ル新製品販売と、ゴルフシャフト新製品の設計・開発と販売拡大に傾注してまいりました。 

           しかしながら、国内景気低迷の影響で個人消費等が更に冷え込んだことにより、売上高418,938千円 営業損

          失12,593千円となりました。 

  

   ②米国   

           米国内においては、依然として先行き不透明感を感じたまま景気の低迷が継続しており、各メーカーの減産 

         及び在庫調整等が実施され、前年度以上に厳しい状況が続いております。 

           この結果、売上高は192,861千円と前年同期比74.6％の大幅な減少となり、更なる経費削減を進めております

         が、営業損失は44,702千円となりました。 

    (資産) 

    当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ319,998千円減少し、2,755,086千円となりました。 

    主に、流動資産おいて、売上債権が316,512千円減少したことによるものであります。 

   (負債) 

    当第1四半期末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ267,408千円減少し、1,614,532千円となりました。 

    主な要因は、仕入債務減少及び未払法人税の支払によるものであります。 

   (純資産) 

    純資産については、前連結会計年度末と比べ52,591千円減少し、1,140,553千円となりました。 

    これは、四半期純損失49,603千円を計上したことによるものであります。  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  キャシュフローの状況  

     当第1四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。)の残高は、前連結会計年 

   度末に比べ18,517千円増加し、707,081千円となりました。 

   当第１四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） 

     営業活動の結果使用した資金は、44,733千円となりました。 

     これは、主に、税金等調整前四半期純損失が56,164千円の純損失となったことによるもであります。  

  

  (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、22,856千円となりました。 

      これは、主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が15,393千円となったことによるものであ

    ります。  

  

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

       財務活動の結果得られた資金は、80,974千円となりました。 

      これは、主に、借入金の増加85,632千円によるものであります。 

   

      当第１四半期は、業績の状況において記載のとおりとなりましたが、本年の夏以降から来年春にかけて、国 

   内ゴルフメーカーにおけるゴルフクラブのモデルチェンジが行われる予定でありますので、平成21年4月15日付 

   で公表いたしました連結業績予想数値に変更はありません。 

        なお、連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績 

      等は業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。今後、連結業績予想数値の修正の必要が生じた場 

      合には、適時適切に開示を行ってまいります。 

  

    該当事項はありません。  

   

    1.簡便な会計処理  

          該当事項はありません。 

    

     2.四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。  

        

1.会計基準等の変更に伴う変更 

 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.重要な資産の評価基準及び評価の方法 

 ①たな卸資産  

   たな卸資産については、従来、製品・原材料については移動平均法による原価法、在外子会社について 

  は先入先出法による低価法、仕掛品については個別法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価法に 

  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、製品・原材料については移動平均法による原価 

  法、在外子会社については先入先出法による低価法(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)、仕掛品については個別法による原価法(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)、貯蔵品については最終仕入原価法(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。これによる損益に与える影響は、軽微であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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 ②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  

    当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表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は、ありません。 

 ③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、当第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採用しております。 

    これによる損益に与える影響は、ありません。   

3.追加情報 

    （有形固定資産の耐用年数の変更） 

     当社の機械装置の耐用年数については、当第1四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直 

     しを行いました。これによる損益に与える影響は、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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 707,081 688,563

受取手形及び売掛金 578,588 895,100

商品及び製品 259,620 266,991

仕掛品 47,724 56,763

原材料及び貯蔵品 40,706 60,815

その他 98,143 101,806

貸倒引当金 △488 △628

流動資産合計 1,731,376 2,069,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 397,192 406,823

その他（純額） 270,040 257,962

有形固定資産合計 667,233 664,786

無形固定資産 62,845 53,521

投資その他の資産 293,631 287,362

固定資産合計 1,023,710 1,005,670

資産合計 2,755,086 3,075,084

負債の部   

流動負債   

買掛金 185,098 357,000

短期借入金 895,173 758,541

未払法人税等 1,957 185,426

賞与引当金 3,933 27,390

その他 136,321 125,664

流動負債合計 1,222,483 1,454,024

固定負債   

長期借入金 120,500 157,100

役員退職慰労引当金 194,400 191,171

退職給付引当金 35,815 29,271

その他 41,333 50,372

固定負債合計 392,048 427,916

負債合計 1,614,532 1,881,940
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 589,612 589,612

資本剰余金 582,653 582,653

利益剰余金 79,344 128,947

株主資本合計 1,251,610 1,301,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,437 △13,625

為替換算調整勘定 △95,619 △94,444

評価・換算差額等合計 △111,057 △108,069

純資産合計 1,140,553 1,193,144

負債純資産合計 2,755,086 3,075,084
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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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 610,639

売上原価 340,717

売上総利益 269,922

販売費及び一般管理費 326,554

営業損失（△） △56,631

営業外収益  

受取利息 122

受取手数料 5,909

雑収入 204

営業外収益合計 6,236

営業外費用  

支払利息 4,574

為替差損 1,170

雑支出 23

営業外費用合計 5,769

経常損失（△） △56,164

税金等調整前四半期純損失（△） △56,164

法人税、住民税及び事業税 849

法人税等調整額 △7,411

法人税等合計 △6,561

四半期純損失（△） △49,603
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31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損失（△） △56,164

減価償却費 20,446

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,228

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,457

支払利息 4,574

売上債権の増減額（△は増加） 326,015

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,565

仕入債務の増減額（△は減少） △181,184

その他 25,091

小計 167,658

利息及び配当金の受取額 122

利息の支払額 △4,656

訴訟和解金の支払額 △23,540

法人税等の支払額 △184,318

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,733

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 △2,273

無形固定資産の取得による支出 △13,120

保険積立金の積立による支出 △7,502

その他 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,856

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） 125,665

長期借入金の返済による支出 △40,033

その他 △4,657

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,517

現金及び現金同等物の期首残高 688,563

現金及び現金同等物の四半期末残高 707,081
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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。 

  

   該当事項はありません。 

  

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 当社グループは、炭素繊維製カーボン製品の専門メーカーとして、同一の製品系列に属するスポーツ用品であ

るゴルフシャフト・サイクル部品の製造販売及びゴルフクラブ組立加工を行っており、その種類、性質、 

製造方法の類似性及び販売市場等の類似性から判断して、当該事業以外に主要な事業の種類がないため該当事項

はありません。   

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 （注）１．国又は地域は、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。 

米国……米国カリフォルニア州  

  

  

   当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

  

  

   該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国 

（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  417,778  192,861  610,639  －  610,639

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 1,160  －  1,160  (1,160)  －

計  418,938  192,861  611,800  (1,160)  610,639

営業損失(△)  △12,593  △44,702  △57,295  663  △56,631

〔海外売上高〕

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  192,861  192,861

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  610,639

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 31.6  31.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第1四半期連結累計期間（平成20年3月1日～5月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年2月期 
第1四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,462,104

Ⅱ 売上原価  946,256

売上総利益  515,848

Ⅲ 販売費及び一般管理費  374,492

営業利益  141,355

Ⅳ 営業外収益   

1.受取利息   148

2.為替差益   2,625

3.その他   1,637

営業外収益合計   4,411

Ⅴ 営業外費用   

1.支払利息   7,684

2.その他   0

営業外費用合計   7,684

経常利益  138,082

Ⅵ 特別利益   

保険解約益   3,772

特別利益合計   3,772

税金等調整前四半期純利益  141,854

税金費用  50,747

四半期純利益  91,107
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前第1四半期連結累計期間（平成20年3月1日～5月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年2月期 
第1四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  

税金等調整前第1半期純利益   141,854

減価償却費   16,939

保険解約益   △3,772

退職給付引当金の減少額   △2,972

役員退職慰労引当金の増加額   3,225

賞与引当金の増加額   22,875

為替差益   △2,207

受取利息及び配当金   △148

支払利息   7,684

売上債権の増加額   △137,982

たな卸資産の減少額   13,938

その他流動資産の増加額   10,401

仕入債務の減少額   △35,446

未払金の増加額   2,624

その他流動負債の増加額   18,152

長期未払金の減少額   △14,455

小計  40,710

利息及び配当金の受取額  148

利息の支払額   △7,684

法人税等の支払額   △9,450

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 23,713

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  

有形固定資産の取得による支
出  

 △22,316

無形固定資産の取得による支
出  

 △12,751

保険積立金の解約による収入   12,402

その他   △8,735

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △31,400
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前年同四半期 

（平成21年2月期 
第1四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  

短期借入金の増加額   11,001

長期借入金の返済による支出   △46,356

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 64,645

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 △7,926

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額） 

 49,031

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 516,181

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期
末残高 

 565,212
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  当連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）は、ゴルフシャフト製造販売及びゴルフ

クラブ組立加工を行っております。その種類、性質、製造方法の類似性及び販売市場等の類似性から判断して、

同一の製品系列に属するスポーツ用品を製造販売しており、当該事業以外に主要な事業の種類がないため該当事

項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年3月１日 至 平成20年5月31日） 

 （注）１．国又は地域は、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。 

米国……カリフォルニア州   

当連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．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。 

      該当事項はありません。  

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

(1)外部顧客に対する売上高  701,601  760,503  1,462,104  －  1,462,104

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 8,121  －  8,121  (8,121)  －

計  709,722  760,503  1,470,225  (8,121)  1,462,104

営業費用  592,564  739,977  1,332,542  (11,793)  1,320,748

営業利益  117,158  20,525  137,683  3,671  141,355

〔海外売上高〕

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  760,503  760,503

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  1,462,104

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  52.0  52.0

６．その他の情報
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