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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 4,946 △48.4 △567 ― △471 ― △954 ―

21年3月期第2四半期 9,578 ― 1,081 ― 947 ― 700 ―

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3月期第2四半期 △105.16 ―

21年3月期第2四半期 75.90 ―

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3月期第2四半期 18,035 10,290 57.1 1,133.35
21年3月期 19,121 11,016 57.6 1,213.37

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,290百万円 21年3月期  11,016百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 11,565 △38.1 429 △80.5 454 △61.9 △206 ― △22.70



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  
（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。 

(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） 

(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.平成21年8月3日発表の通期業績予想は、修正しておりません。 
2.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
5ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第2四半期 9,441,800株 21年3月期  9,441,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  362,300株 21年3月期  362,300株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 9,079,500株 21年3月期第2四半期 9,224,600株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年後半からの世界同時不況の影響による深刻な景気後退が

続く中、一部に若干業況の持ち直しの傾向が見られるものの、設備投資が大幅に減少し、雇用情勢が一層悪化する

等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、更なるグローバルな展開、経営基盤の強化を図るため、主力のゴルフ

事業において生産体制の最適化を進めるため、本社工場のアイアンヘッドの鍛造・金型工程をタイ国の連結子会社

に移管し、コスト削減、生産性向上・効率化を積極的に図ってまいりましたが、世界的な景気後退の影響で全事業

において受注が大幅に減少したことにより、売上高は前年同期比で大きく落ち込みました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は49億46百万円（前年同期比48.4％減）、利益面につき

ましては、営業損失５億67百万円（前年同期は10億81百万円の営業利益）、経常損失４億71百万円（前年同期は９

億47百万円の経常利益）、また在外子会社への製造工程の移管により、本社工場において希望退職者を募集したこ

とに伴う特別退職加算金等を事業再編損として特別損失に計上したこと等で、四半期純損失は９億54百万円（前年

同期は７億円の四半期純利益）となりました。  

＜事業の種類別セグメントの状況＞ 

（ゴルフ事業） 

ゴルフ事業につきましては、景気後退の影響でゴルフ市場の低迷が続いていることから、ゴルフクラブメーカ

ーでは在庫調整や慎重な発注数量等の販売施策をとっており、売上高は30億59百万円（前年同期比44.9％減）、

営業損失２億88百万円（前年同期は４億43百万円の営業利益）となりました。 

（ステンレス事業） 

ステンレス事業につきましては、米国市場向け製品の出荷数の回復の遅れの影響等から、ステンレス製極薄管

（メタルスリーブ）の受注が減少したこと等で、売上高は４億91百万円（前年同期比55.2％減）、営業損失85百

万円（前年同期は３億60百万円の営業利益）となりました。 

（自動車等鍛造部品事業） 

自動車等鍛造部品事業につきましては、経済不況の影響により自動車産業全体の需要が縮小し、受注が大幅に

減少したこと等により、売上高は13億96百万円（前年同期比52.3％減）となりました。営業利益につきまして

は、売上高の減少により60百万円（同90.2％減）となりました。 

＜所在地別セグメントの状況＞ 

（日本） 

国内におきましては、ゴルフ事業及びステンレス事業とも受注の減少が長期化していることから、売上高は35

億50百万円（前年同期比46.5％減）、営業損失２億74百万円（前年同期は５億25百万円の営業利益）となりまし

た。 

（タイ・ベトナム国） 

タイ及びベトナム国につきましては、世界的な景気悪化で３事業とも受注が大幅に減少したことから、売上高

は13億96百万円（前年同期比52.5％減）、営業損失49百万円（前年同期は９億９百万円の営業利益）となりまし

た。 

  

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



（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、180億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億85百万円

減少いたしました。 

流動資産は、96億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億34百万円減少いたしました。この主な要因は、

売上高の減少により受取手形及び売掛金が減少したことや在庫圧縮に努めたこと等により、原材料等のたな卸資産

が減少したためであります。固定資産は、84億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億48百万円増加いたし

ました。この主な要因は、ゴルフ事業において、本社工場のアイアンヘッドの鍛造・金型工程をタイ国の連結子会

社に移管するために、工場建設及び機械等の新設により増加いたしました。 

負債合計は、77億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億59百万円減少いたしました。 

流動負債は、47億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億14百万円減少いたしました。この主な要因は、

原材料等の仕入高減少により支払手形及び買掛金が減少したためであります。固定負債は、30億34百万円となり、

前連結会計年度末に比べ３億55百万円増加いたしました。この主な要因は、タイ国の連結子会社において長期借入

金が増加したためであります。  

純資産合計は、102億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億26百万円減少いたしました。この主な要因

は、四半期純損失により利益剰余金が減少したためであります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況  

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億66百万円（前年同期比13.8％減）の収入となりました。これは主

に、減価償却費５億94百万円、売上債権の減少17億56百万円、たな卸資産の減少７億95百万円等による収入が、税

金等調整前四半期純損失９億24百万円、仕入債務の減少７億11百万円等の支出を上回ったためであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億94百万円（同60.4％減）の支出となりました。これは主に、在外子

会社においてゴルフ生産設備の新設に伴う有形固定資産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億79百万円（同63.2％減）の支出となりました。これは主に、配当金

の支払90百万円によるものであります。 

  

この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は31億５百万円となり、前連結会計年度末

に比べ11億42百万円増加いたしました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



  当社グループを取り巻く経営環境は、依然として先行き不透明で厳しい状況が続くものと思われ、このような環

境の中、当社グループは、更なるコスト削減、生産性の効率化等を図り、受注の獲得を積極的に取り組んでまいり

ます。 

 平成21年10月26日に、平成22年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想数値を修正しておりますが、通期の連

結業績予想につきましては、現時点におきまして平成21年８月３日付で公表いたしました業績予想数値に変更はあ

りません。なお、今後の動向を踏まえ、修正が必要と判断された場合には速やかに公表いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算出方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,723,397 2,749,194

受取手形及び売掛金 2,226,384 3,892,692

有価証券 35,384 35,350

商品及び製品 733,546 1,007,097

仕掛品 556,981 544,630

原材料及び貯蔵品 2,007,791 2,338,944

繰延税金資産 48,218 20,334

その他 287,094 380,235

貸倒引当金 △14,265 △29,436

流動資産合計 9,604,534 10,939,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,728,919 2,650,546

機械装置及び運搬具（純額） 2,553,753 2,770,419

工具、器具及び備品（純額） 180,955 197,355

土地 1,699,503 1,650,463

建設仮勘定 718,057 175,080

有形固定資産合計 7,881,189 7,443,865

無形固定資産 31,615 37,877

投資その他の資産   

投資有価証券 85,088 90,166

繰延税金資産 4,953 16,073

投資不動産（純額） 255,465 331,501

その他 184,869 274,589

貸倒引当金 △12,349 △12,115

投資その他の資産合計 518,028 700,216

固定資産合計 8,430,832 8,181,959

資産合計 18,035,367 19,121,002



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,067,825 1,514,576

短期借入金 2,198,371 2,805,369

未払法人税等 70,809 187,838

未払金及び未払費用 1,083,751 503,238

賞与引当金 168,862 135,766

役員賞与引当金 － 13,000

その他 121,441 266,211

流動負債合計 4,711,061 5,425,999

固定負債   

長期借入金 2,634,960 1,971,407

繰延税金負債 27,819 51,299

退職給付引当金 170,207 55,833

役員退職慰労引当金 196,089 593,456

その他 4,954 6,213

固定負債合計 3,034,031 2,678,210

負債合計 7,745,093 8,104,210

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,788 1,241,788

資本剰余金 1,183,816 1,183,816

利益剰余金 8,564,500 9,610,098

自己株式 △192,297 △192,297

株主資本合計 10,797,807 11,843,405

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,106 △2,028

為替換算調整勘定 △500,427 △824,584

評価・換算差額等合計 △507,533 △826,612

純資産合計 10,290,274 11,016,792

負債純資産合計 18,035,367 19,121,002



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,578,357 4,946,708

売上原価 7,571,447 4,729,830

売上総利益 2,006,910 216,878

販売費及び一般管理費 925,588 784,779

営業利益又は営業損失（△） 1,081,321 △567,901

営業外収益   

受取利息 10,430 3,167

受取配当金 1,426 878

投資不動産賃貸料 12,242 11,519

為替差益 － 163,214

受取保険金 12,068 －

その他 22,891 24,851

営業外収益合計 59,058 203,631

営業外費用   

支払利息 54,503 55,277

減価償却費 7,961 31,410

シンジケートローン手数料 8,484 9,412

為替差損 115,270 －

その他 6,163 11,625

営業外費用合計 192,384 107,726

経常利益又は経常損失（△） 947,996 △471,996

特別利益   

固定資産売却益 8,845 7,801

貸倒引当金戻入額 2,236 15,102

特別利益合計 11,081 22,904

特別損失   

固定資産売却損 601 13,876

固定資産除却損 3,655 6,188

事業再編損 － 443,626

保険解約損 － 11,795

特別損失合計 4,256 475,487

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

954,821 △924,579

法人税、住民税及び事業税 263,085 67,139

法人税等調整額 △8,432 △36,915

法人税等合計 254,653 30,223

四半期純利益又は四半期純損失（△） 700,168 △954,803



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

954,821 △924,579

減価償却費 650,700 594,802

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,236 △14,937

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,400 △13,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 159,549 33,096

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,396 △397,366

受取利息及び受取配当金 △11,856 △4,046

支払利息 54,503 55,277

為替差損益（△は益） 13,967 △6,519

有形固定資産売却損益（△は益） △8,244 △4,079

有形固定資産除却損 3,606 6,188

無形固定資産除却損 48 －

事業再編損失 － 443,626

保険解約損益（△は益） － 11,795

売上債権の増減額（△は増加） 331,968 1,756,210

たな卸資産の増減額（△は増加） △666,800 795,026

仕入債務の増減額（△は減少） 842,163 △711,286

未収消費税等の増減額（△は増加） 90,574 119,181

その他 27,546 157,611

小計 2,455,109 1,897,002

利息及び配当金の受取額 12,580 4,630

利息の支払額 △57,419 △50,399

法人税等の支払額 △476,670 △185,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,933,599 1,666,118

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △18,130 170,984

有形固定資産の取得による支出 △973,344 △671,217

有形固定資産の売却による収入 9,965 4,245

無形固定資産の取得による支出 △12,522 △1,453

投資不動産の売却による収入 － 65,000

その他 △1,358 38,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △995,389 △394,239

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） 2,141 △681,900

長期借入れによる収入 － 982,800

長期借入金の返済による支出 △368,527 △363,594

リース債務の返済による支出 △29,431 △25,905

配当金の支払額 △92,246 △90,795

財務活動によるキャッシュ・フロー △488,064 △179,394

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,160 49,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 417,985 1,142,473

現金及び現金同等物の期首残高 2,129,872 1,962,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,547,858 3,105,324



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

（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〕

  
ゴルフ事業
（千円） 

ステンレス
事業 

（千円） 

自動車等鍛
造部品事業 
（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  5,557,744  1,095,484  2,925,128  9,578,357  －  9,578,357

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,083  －  －  5,083 (5,083)  －

計  5,562,828  1,095,484  2,925,128  9,583,441 (5,083)  9,578,357

営業利益  443,152  360,724  619,863  1,423,740 (342,419)  1,081,321

  
ゴルフ事業
（千円） 

ステンレス
事業 

（千円） 

自動車等鍛
造部品事業 
（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  3,059,584  491,027  1,396,095  4,946,708  －  4,946,708

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,527  －  －  4,527 (4,527)  －

計  3,064,112  491,027  1,396,095  4,951,235 (4,527)  4,946,708

営業利益又は営業損失(△)  △288,402  △85,506  60,513  △313,394 (254,506)  △567,901

事業区分 主要製品

ゴルフ事業 
アイアンヘッド・アイアンクラブ、 

メタルウッドヘッド・メタルウッドクラブ等 

ステンレス事業 ステンレス製極薄管（メタルスリーブ） 

自動車等鍛造部品事業 自動車鍛造部品、自動二輪鍛造部品等 



前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注） 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
タイ・ベトナム

（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  6,641,245  2,937,112  9,578,357  －  9,578,357

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 333,679  6,559,632  6,893,312 (6,893,312)  －

計  6,974,924  9,496,745  16,471,670 (6,893,312)  9,578,357

営業利益  525,728  909,711  1,435,440 (354,118)  1,081,321

  
日本

（千円） 
タイ・ベトナム

（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  3,550,133  1,396,574  4,946,708  －  4,946,708

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 201,868  3,941,565  4,143,434 (4,143,434)  －

計  3,752,001  5,338,140  9,090,142 (4,143,434)  4,946,708

営業損失（△）  △274,386  △49,593  △323,979 (243,921)  △567,901



前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………タイ、中国、ベトナム他 

(2）北米………………米国、カナダ 

(3）その他の地域……オランダ、英国、オーストラリア他 

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対する売上高であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,103,567  1,208,761  241,211  5,553,539

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  9,578,357

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 42.8  12.6  2.6  58.0

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,960,364  904,829  111,562  2,976,757

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,946,708

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 39.6  18.3  2.3  60.2

（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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