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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 46,442 ― 1,132 ― 1,005 ― △266 ―

20年12月期第3四半期 56,972 35.8 6,260 76.2 5,868 56.9 2,961 38.9

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3四半期 △924.41 ―

20年12月期第3四半期 10,212.62 ―

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3四半期 55,373 32,139 55.2 106,471.06
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3四半期  30,557百万円 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

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

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



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3四半期 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3四半期  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3四半期 287,856株 20年12月期第3四半期 290,000株



 当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～９月30日）におけるわが国経済は、外需の拡大に伴う輸出の増加

や生産の持ち直しが続き、回復の兆しも見られる一方、設備過剰感からくる設備投資の減少や雇用情勢・個人消費の

低迷が持続するなど、内需の自律性に乏しく、依然として厳しい状況となりました。 

 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、年初に新発売した世界のツアープ

ロに好評な「スリクソン Z-STAR シリーズ」や高価格帯の主力商品である「ゼクシオ SUPER XD」に新たなカラーバ

リエーションを追加するとともに、女性専用設計である「スリクソン SOFT FEEL LADY」を８月に追加することによ

り、商品の多様性を広げユーザーへの訴求強化を図りました。一方、ゴルフクラブでは、やさしさを追求した

「SRIXON(スリクソン)」ブランドの「スリクソン GiE(ジー) シリーズ」や、「Cleveland Golf(クリーブランドゴル

フ)」ブランドの「ハイボア MOAI(モアイ) XLS ドライバー」「CG7アイアン」の発売に加え、競技志向ゴルファーの

ために飛距離性能を追求した「SRIXON」ブランドの新モデル「スリクソン Z-TX(ゼット ティー エックス) シリー

ズ」を９月に発売し、店頭販売の一層の強化に努めました。またテニス用品では、「SRIXON」ブランドよりテニスボ

ール、テニスウエアに続き、硬式テニスラケット「スリクソン X(エックス) シリーズ」を９月に発売し、新ブラン

ドによる積極的な拡販を進めてきました。 

 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・シン選手などと新たにゴルフボール使用契約を締結し、プロモーション活

動を強化しました。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し、米国において

ゴルフボールで大幅なシェアアップを実現させるに至りました。 

 しかしながら、世界的な市況低迷の継続や主力の「ザ・ゼクシオ」が発売２年目となったことに加え、海外におけ

るゴルフクラブの販売価格競争の激化に伴う単価の下落等により、売上、利益ともに厳しい状況となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は46,442百万円、営業利益は1,132百万円、経常利益は1,005百万

円、四半期純損失は266百万円となりました。 

 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43,123百万円、営業利益は

1,183百万円となりました。一方、その他事業では、売上高は3,318百万円、営業損失は77百万円となりました。 

  

  当第３四半期末における総資産は55,373百万円となりました。流動資産において現金及び預金が2,651百万円、原

材料及び貯蔵品が912百万円それぞれ減少したほか、無形固定資産が1,249百万円減少したこと等により、総資産は前

期末と比較して5,887百万円の減少となりました。 

 負債は23,234百万円となりました。流動負債において支払手形及び買掛金が1,010百万円、法人税等の支払いに伴

い未払法人税等が1,438百万円減少したほか、固定負債において長期借入金が2,000百万円減少したこと等により、負

債は前期末と比較して4,241百万円の減少となりました。 

 純資産は32,139百万円となりました。配当金の支払い及び自己株式の取得等に伴い株主資本が1,841百万円減少

し、純資産は前期末と比較して1,645百万円の減少となりました。 

以上の結果、自己資本比率は55.2％となり、前期末から2.6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。 

2）たな卸資産の評価方法  

 当社及び連結子会社は、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

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



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、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。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 たな卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として総平均法による低価法により算定しており 

ましたが、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日公表分）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（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。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③「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」 

（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。 

これにより、期首利益剰余金は204百万円減少しております。 

 また、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益については、それぞれ34百万円減少しております。

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、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 

買取引に係る方法に準じた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。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前

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。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）を契機に、耐用年数の見

直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の変更を行っております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ24百万円減少しております。 

  

   

（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



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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,302 5,953

受取手形及び売掛金 12,286 12,638

有価証券 200 1,000

商品及び製品 6,267 6,750

仕掛品 659 318

原材料及び貯蔵品 2,308 3,220

その他 2,978 2,221

貸倒引当金 △643 △576

流動資産合計 27,358 31,527

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,673 2,822

機械装置及び運搬具（純額） 1,752 1,909

土地 3,170 3,204

その他（純額） 1,015 980

有形固定資産合計 8,611 8,917

無形固定資産   

のれん 7,670 8,267

その他 4,805 5,458

無形固定資産合計 12,476 13,726

投資その他の資産   

長期貸付金 3,015 3,011

その他 4,328 4,597

貸倒引当金 △417 △518

投資その他の資産合計 6,926 7,090

固定資産合計 28,014 29,733

資産合計 55,373 61,260



（単位：百万円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,400 5,410

短期借入金 7,615 7,594

未払法人税等 641 2,079

売上値引引当金 1,190 297

賞与引当金 554 235

その他 3,657 4,903

流動負債合計 18,059 20,521

固定負債   

長期借入金 1,600 3,600

退職給付引当金 1,866 1,825

引当金 175 166

その他 1,532 1,361

固定負債合計 5,175 6,954

負債合計 23,234 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 12,650 14,275

自己株式 △216 －

株主資本合計 30,849 32,690

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 18

繰延ヘッジ損益 △64 △220

為替換算調整勘定 △237 △262

評価・換算差額等合計 △291 △464

少数株主持分 1,582 1,559

純資産合計 32,139 33,785

負債純資産合計 55,373 61,260



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 46,442

売上原価 23,898

売上総利益 22,543

販売費及び一般管理費 21,411

営業利益 1,132

営業外収益  

受取利息 49

受取配当金 2

持分法による投資利益 7

貸倒引当金戻入額 78

その他 126

営業外収益合計 264

営業外費用  

支払利息 121

為替差損 59

その他 211

営業外費用合計 391

経常利益 1,005

特別損失  

固定資産除売却損 54

減損損失 49

特別損失合計 104

税金等調整前四半期純利益 900

法人税、住民税及び事業税 1,646

法人税等調整額 △502

法人税等合計 1,143

少数株主利益 23

四半期純損失（△） △266



 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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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  43,123  3,318  46,442  －  46,442

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 67  571  638 ( ) 638  －

計  43,191  3,890  47,081 ( ) 638  46,442

営業利益又は営業損失（△）  1,183  △77  1,105  27  1,132

〔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 
 33,979  7,784  4,678  46,442  －  46,442

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,194  1,888  1,058  5,140 ( ) 5,140  －

計  36,173  9,672  5,737  51,583 ( ) 5,140  46,442

営業利益又は 

営業損失（△） 
 2,977  △1,341  △502  1,133  △0  1,132



当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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）  7,784  3,274  3,439  14,499

Ⅱ 連結売上高（百万円）        46,442

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 16.8  7.1  7.3  31.2

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「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３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  56,972

Ⅱ 売上原価  27,576

売上総利益  29,396

Ⅲ 販売費及び一般管理費  23,135

営業利益  6,260

Ⅳ 営業外収益  313

Ⅴ 営業外費用  705

経常利益  5,868

Ⅵ 特別損失  516

税金等調整前四半期純利益  5,352

税金費用  2,408

少数株主損失(△) △18

四半期純利益  2,961



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９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 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９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 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９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  54,492  2,480  56,972  －  56,972

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 69  776  846 (846)  －

計  54,562  3,257  57,819 (846)  56,972

営業費用  48,183  3,391  51,574 (863)  50,711

営業利益又は営業損失(△)  6,378  △134  6,244  16  6,260

〔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  40,566  10,920  5,485  56,972  －  56,972

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,878  1,819  956  5,654 (5,654)  －

計  43,444  12,739  6,441  62,626 (5,654)  56,972

営業費用  36,901  12,455  6,845  56,202 (5,490)  50,711

営業利益又は営業損失(△)  6,543  284  △403  6,424  △163  6,260

〔海外売上高〕

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,838  4,879  2,029  16,748

Ⅱ 連結売上高（百万円）        56,972

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 17.3  8.6  3.5  29.4



該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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