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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6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12月期第2四半期 31,500 ― 636 ― 673 ― △77 ―

20年12月期第2四半期 40,521 44.6 5,246 88.9 5,112 71.0 2,885 66.7

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12月期第2四半期 △268.52 ―

20年12月期第2四半期 9,948.28 ―

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12月期第2四半期 57,454 32,968 54.6 109,393.12
20年12月期 61,260 33,785 52.6 111,122.51

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  31,395百万円 20年12月期  32,225百万円

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12月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

21年12月期 ― 2,000.00

21年12月期 
（予想）

― 2,000.00 4,000.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 65,000 △12.9 2,300 △67.5 2,000 △67.9 600 △72.1 2,085.81

－ 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）  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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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 

 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もとづいており、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、上記予想に関する事項については３ページをご参照ください。 

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12月期第2四半期 290,000株 20年12月期  290,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  3,000株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 288,223株 20年12月期第2四半期 290,000株

－ 2 －



 当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～６月30日）におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きもみら

れたものの、全体的には企業収益が大幅に悪化するなかで輸出や設備投資が減少するとともに、雇用・所得環境の悪

化に伴い個人消費も低迷するなど、依然として厳しい状況で推移しました。  

 このような状況の中で、当社グループは、国内市場においてゴルフボールでは、世界のツアープロに好評な「スリ

クソン Z-STAR シリーズ」２種を２月に、高価格帯の主力商品である「ゼクシオ SUPER XD」を３月にそれぞれ発売

するなど、商品ラインナップを拡充し積極的な拡販を進めてきました。一方、ゴルフクラブでは、新たに「ゼクシオ 

フォージドアイアン」を加えるなど、商品ラインナップの拡充により一層の販売強化を図りました。加えて、やさし

さを追求した「SRIXON(スリクソン)」ブランドの新モデル「スリクソン GiE(ジー) シリーズ」を１月に、

「Cleveland Golf(クリーブランドゴルフ)」ブランドの新モデル「ハイボア MOAI(モアイ) XLS ドライバー」「CG7 

アイアン」を２月に、またクリーブランドゴルフが展開するパターブランド「Never Compromise(ネバーコンプロマ

イズ)」より「NCX・RAY(エヌ・シー・エックス・レイ)」を６月にそれぞれ発売するなど、店頭販売を強化しまし

た。 

 また、海外市場においては、ゴルフボールの拡販に繋げていくことを目的として、クリーブランドゴルフ契約プロ

で2008年USPGAツアー賞金王のビジェイ・シン選手、2008年USPGAツアー「ベリイゾンヘリテージ」で２年連続チャン

ピオンに輝いたブー・ウィークリー選手など、17名の選手と新たにゴルフボール使用契約を締結するなどプロモーシ

ョン活動を強化してきました。また、クリーブランドゴルフの販売経路を活用したゴルフボール販売を本格化させ、

米国においてゴルフボールの大幅なシェアアップを実現させるなど、積極的な販売政策を進めてまいりました。 

 しかしながら、国内、海外市場とも世界同時不況による影響は依然として大きく、需要を拡大するには至りません

でした。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は31,500百万円、営業利益は636百万円、経常利益は673百万円、四

半期純損失は77百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況につきましては、スポーツ用品事業では、売上高は29,621百万円、営業利益は753

百万円となりました。一方、その他事業では、売上高は1,879百万円、営業損失は132百万円となりました。 

  

  

 当第２四半期末における総資産は57,454百万円となりました。流動資産において現金及び預金が2,759百万円、有

価証券が800百万円それぞれ減少したこと等により、総資産は前期末と比較して3,806百万円の減少となりました。 

 負債は24,485百万円となりました。流動負債において支払手形及び買掛金が1,353百万円減少したほか、法人税等

の支払いに伴い未払法人税等が1,310百万円減少したこと等により、負債は前期末と比較して2,989百万円の減少とな

りました。 

 純資産は32,968百万円となりました。主に配当金の支払い、自己株式の取得で株主資本が1,078百万円減少したこ

と等により、純資産は前期末と比較して817百万円の減少となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は54.6％となり、前連結会計年度末から2.0ポイント増加しました。  

  

  

 通期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益予想値に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 ① 簡便的な会計処理  

1）一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当社及び連結子会社は、一般債権の貸倒見積高の算定に関し、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率か

ら著しい変化がないと認められた場合においては、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して一般債権の貸

倒見積高を算定しております。 

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

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
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2）たな卸資産の評価方法  

 一部の連結子会社は、たな卸高の算出に関しては、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出する方法によっております。 

また、当社及び連結子会社は、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについ

てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

3）税金費用の計算 

 当社及び連結子会社は、法人税等の計算に関しては、年度決算と同様の方法によっておりますが、納付税

額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。 

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。  

  

  

 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）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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,194 5,953

受取手形及び売掛金 13,403 12,638

有価証券 200 1,000

商品及び製品 6,558 6,750

仕掛品 427 318

原材料及び貯蔵品 2,705 3,220

その他 2,890 2,221

貸倒引当金 △678 △576

流動資産合計 28,700 31,527

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,738 2,822

機械装置及び運搬具（純額） 1,865 1,909

土地 3,177 3,204

その他（純額） 1,108 980

有形固定資産合計 8,889 8,917

無形固定資産   

のれん 7,828 8,267

その他 5,044 5,458

無形固定資産合計 12,873 13,726

投資その他の資産   

長期貸付金 3,016 3,011

その他 4,394 4,597

貸倒引当金 △420 △518

投資その他の資産合計 6,990 7,090

固定資産合計 28,753 29,733

資産合計 57,454 61,260
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,056 5,410

短期借入金 9,160 7,594

未払法人税等 769 2,079

売上値引引当金 587 297

引当金 246 235

その他 4,108 4,903

流動負債合計 18,928 20,521

固定負債   

長期借入金 2,000 3,600

退職給付引当金 1,869 1,825

引当金 173 166

その他 1,514 1,361

固定負債合計 5,557 6,954

負債合計 24,485 27,475

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,207 9,207

資本剰余金 9,207 9,207

利益剰余金 13,413 14,275

自己株式 △216 －

株主資本合計 31,611 32,690

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 18

繰延ヘッジ損益 6 △220

為替換算調整勘定 △237 △262

評価・換算差額等合計 △216 △464

少数株主持分 1,572 1,559

純資産合計 32,968 33,785

負債純資産合計 57,454 61,260
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 31,500

売上原価 16,073

売上総利益 15,427

販売費及び一般管理費 14,791

営業利益 636

営業外収益  

受取利息 38

受取配当金 1

持分法による投資利益 3

為替差益 139

その他 129

営業外収益合計 312

営業外費用  

支払利息 89

その他 185

営業外費用合計 275

経常利益 673

特別損失  

固定資産除売却損 48

減損損失 49

特別損失合計 97

税金等調整前四半期純利益 575

法人税、住民税及び事業税 836

法人税等調整額 △180

法人税等合計 656

少数株主損失（△） △3

四半期純損失（△） △77
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 事業の区分は、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 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  29,621  1,879  31,500  －  31,500

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 46  381  427 ( ) 427  －

計  29,667  2,260  31,928 ( ) 427  31,500

営業利益又は営業損失（△）  753  △132  621  14  636

〔所在地別セグメント情報〕

  
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 22,240  5,957  3,302  31,500  －  31,500

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,811  1,783  734  4,330 ( ) 4,330  －

計  24,052  7,741  4,037  35,830 ( ) 4,330  31,500

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,826  △623  △362  840  △204  636
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （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 各区分に属する主な国又は地域 

   北 米…………米国、カナダ 

   欧 州…………英国、フランス、ドイツ、スペイン 

   その他…………アジア、オセアニア 

    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。 

   

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,887  2,325  2,580  10,793

Ⅱ 連結売上高（百万円）        31,500

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 18.7  7.4  8.2  34.3

（５）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 

（１）（要約）中間連結損益計算書 

前第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～６月30日） 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高        40,521

Ⅱ 売上原価        19,407

売上総利益        21,114

Ⅲ 販売費及び一般管理費        15,867

営業利益        5,246

Ⅳ 営業外収益        230

Ⅴ 営業外費用        364

経常利益        5,112

Ⅵ 特別損失        90

税金等調整前中間純利益        5,022

税金費用        2,164

少数株主損失(△)       △27

中間純利益        2,885
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注） １ 事業の区分は、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  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

（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 

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

（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 各区分に属する主な国又は地域 

   北 米…………米国、カナダ 

   欧 州…………英国、フランス、ドイツ、スペイン 

   その他…………アジア、オセアニア 

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。 

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  38,723  1,798  40,521  －  40,521

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 42  539  582 (582)  －

計  38,766  2,337  41,104 (582)  40,521

営業費用  33,489  2,379  35,869 (594)  35,274

営業利益又は営業損失(△)  5,276  △41  5,234  12  5,246

〔所在地別セグメント情報〕

  
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  27,383  9,116  4,021  40,521  －  40,521

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,841  1,209  599  3,650 (3,650)  －

計  29,225  10,325  4,620  44,171 (3,650)  40,521

営業費用  24,696  9,270  4,773  38,740 (3,465)  35,274

営業利益又は営業損失(△)  4,528  1,055  △152  5,431  △184  5,246

〔海外売上高〕

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,252  3,587  2,597  14,438

Ⅱ 連結売上高（百万円）        40,521

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 20.4  8.8  6.4  35.6
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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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