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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 18,910 △0.5 732 15.5 706 6.0 520 38.6
21年3月期第2四半期 19,001 ― 633 ― 665 ― 375 ―

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 24.20 ―

21年3月期第2四半期 17.17 ―

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 38,662 27,127 70.2 1,261.88
21年3月期 37,676 26,538 70.4 1,234.47

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  27,127百万円 21年3月期  26,538百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 7.50

22年3月期 
（予想）

― 7.50 15.00

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 37,500 0.3 1,500 4.4 1,350 1.9 700 25.1 32.56
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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  

(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、６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 

  連結業績予想については、平成21年５月13日に公表いたしました内容から変更しております。業績予想の修正に関する事項につきましては、平成21年 
11月２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  業績予想等の前提となる仮定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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 23,405,200株 21年3月期  23,405,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,907,227株 21年3月期  1,907,227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 21,497,973株 21年3月期第2四半期 21,867,837株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、金融危機から始まった景気後退も 悪期を脱し回復の途上にあ

りますが、金融危機がもたらした実体経済への負の効果はまだまだ大きく予断を許さない状況です。 

スポーツ用品業界では、注目選手の活躍による明るい話題が絶えずマーケットに提供されたものの、継続的な経

済状態の低迷に加え、天候不順や新型インフルエンザ禍等により総じて厳しい状況が続いております。 

スポーツ施設事業のゴルフ場では、ゴルフ人気上昇とプレーフィーの値崩れ傾向により、入場者数の増加は見ら

れるものの、業績の本格的回復には至っておりません。 

このような状況の中、当社グループは、これまで培ってきた技術による品質、性能、デザインの優位性を高める

べく製商品開発に注力し、継続的に新製品を投入してまいりました。 

また、営業においては、契約選手の活躍に連動した広告活動の展開、スポーツイベントへの積極的な協力・協賛

による販売促進活動を推進する一方、効率・効果を重視した経費削減対策も講じてまいりました。 

なお、一部海外連結子会社の業績の低迷による回復可能性等を総合的に勘案した結果、当期末における税効果会

計の適用に伴い税負担率が軽減されました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は189億10百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は

７億32百万円（前年同期比15.5％増）、経常利益は７億６百万円（前年同期比6.0％増）、四半期純利益は５億20百

万円（前年同期比38.6％増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（１）［スポーツ用品事業］ 

バドミントンについては、昨夏の北京オリンピック特需の反動はありましたが、総体的に高い占有率を維持し

ております。引き続き当社グループでは、世界各地での主要大会の協賛、きめ細かい選手の支援、幅広い商品ラ

インアップの充実をもって、バドミントン競技の普及と市場の拡大を図り、事業収益の柱に据えてまいります。 

テニスについては、ソフトテニスが堅調な販売を維持してはいるものの、硬式テニスは競技自体の人気低迷と

過剰供給による廉価販売の影響もあり、販売は伸び悩んでおります。 

ゴルフでは、用具使用契約プロの石川遼選手が国内大会で優勝を重ね、全英オープン、全米プロ選手権等の海

外メジャー大会に進出するにおよび、世界的な知名度も高まってまいりました。ゴルフ用品の販売は、同プロ使

用クラブの「ナノブイネクステージ」の高性能が認知されたことにより、購買意欲が大きく減退する市場の中、

善戦いたしました。 

ウエア、シューズを中心とした商品群においては、引き続き好評を頂いている革新的な素材・技術を拡大投入

し、消費者への浸透を図っております。 

この結果、スポーツ用品事業の売上高は185億86百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は６億70百万円（前

年同期比18.9％増）となりました。 

（２）［スポーツ施設事業］ 

スポーツ施設事業の中核をなすヨネックスカントリークラブでは、コースコンディションの向上や営業努力に

より昨年増加した入場者数を維持することが出来ましたが、消費単価の上値は重く、業績は低迷しております。 

８月に開催したヨネックスレディスゴルフトーナメントは、11年連続の開催となり地元にも定着し、テレビ視

聴率、観客動員数では女子プロゴルフトーナメントの中でも有数の実績を誇っております。 

この結果、スポーツ施設事業の売上高は３億23百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は61百万円（前年同期

比11.5％減）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
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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］ 

国内市場は世界的な金融危機の影響が根強く残る中、消費者の購買意欲の本格的回復には、相応の時間を要す

る状況にありますが、世界経済の持ち直しの動きを反映し輸出や生産に明るい兆しが見え始めております。米ド

ルに対する円高基調の継続は、輸入原材料・商品の調達コスト低減が期待出来る反面、競合する輸入品の廉価販

売が懸念され、予断を許さない状況です。 

バドミントンについては、総体的に堅調な販売を維持しており、ゴルフについても契約選手の活躍による宣伝

効果が見え始めてまいりました。テニスは、競技自体の人気の低迷、過剰供給による販売価格低迷から苦戦いた

しました。 

当第２四半期連結累計期間は、売上高の大きな伸張が期待出来ない中、粗利益の確保に注力し、経費削減の施

策を講じてまいりました。 

この結果、売上高は171億91百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は６億26百万円（前年同期比15.5％増）

となりました。 

（２）［北米］ 

北米市場は、金融危機に対する緊急経済対策や金融緩和対策により、景気動向指数が上向いて来ているもの

の、個人資産の減少により、消費の回復には相応の時間が必要であると思われます。 

テニス、ゴルフが市場価格の低下や購買意欲の低迷により苦戦する中、当地では新興スポーツであるバドミン

トンの普及・販売に注力し業績の改善に努めましたが、損失の挽回には至っておりません。 

この結果、売上高は４億50百万円（前年同期比21.6％減）、営業損失は38百万円（前年同期は77百万円の営業

損失）となりました。 

（３）［ヨーロッパ］ 

ヨーロッパ市場は、各国の緊急経済対策の効果も息切れ気味で、景気の回復が遅れております。中東欧諸国の

金融、経済の脆弱性等は、さらなるユーロ圏経済全体の下振れリスクを孕んでおります。 

バドミントンの販売は安定した業績を残しておりますが、テニスは苦戦しております。ゴルフでは、発売２年

目を迎えた主力商品の販売減退に伴い在庫調整局面を迎えており、苦戦いたしました。 

この結果、売上高は８億36百万円（前年同期比30.6％減）、営業損失は39百万円（前年同期は５百万円の営業

利益）となりました。 

（４）［アジア（台湾）］ 

台湾市場は、輸出の減速、失業率の高まり、インフレ持続に加え、自然災害の頻発等から消費も低迷しており

ます。 

バドミントンは、引き続き愛好者層の指名買いにより販売が堅調ですが、テニス、ゴルフは市況低迷の影響を

強く受け苦戦いたしました。 

この結果、売上高は４億32百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は１億58百万円（前年同期比25.5％増）と

なりました。 
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当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、386億62百万円となり、前連結会計年度末に比べて９億86

百万円の増加となりました。その主な要因は、経費削減等に伴う資金流出の減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、115億34百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億97

百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び未払金が増加したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、271億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億

89百万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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。）は、前連結会計年度末に比べ

15億14百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は75億51百万円となりました。 

当第２四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、得られた資金は18億33百万円（前年同期比13.5％減）となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益と売上債権の増減額及び非資金科目による影響によるものであります。 

（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１億90百万円（前年同期比29.4％増）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出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、使用した資金は１億39百万円（前年同期比15.6％減）となりました。これは主に、配当金の支

払によるものであります。  

第２四半期連結累計期間の業績は、経費削減施策、税効果会計の適用効果により当初計画を上回る水準で推移し

ましたので、平成21年５月13日に公表いたしました決算短信における業績予想を上方修正いたしました。通期業績

予想につきましては、引き続き世界的な景気の低迷、金融市場の混乱回復の遅れ等により、先行きの経済情勢や為

替変動が不透明でありますが、上記要因の通期寄与を考慮し、上方修正いたしました。  

なお、平成21年５月13日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

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

  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 

前回発表予想（Ａ）  38,000  1,400  1,250  600  27  91

今回修正予想（Ｂ）  37,500  1,500  1,350  700  32  56

増減額（Ｂ－Ａ）  △500  100  100  100 －   

増減率（％）  △1.3  7.1  8.0  16.7 －   

前期実績  37,381  1,437  1,325  559  25  71
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該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

（追加情報） 

・従業員持株ＥＳＯＰ信託 

当社は、平成21年９月25日開催の取締役会において、当社従業員の労働意欲の向上や経営参画を促すととも

に、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することにより中長期的な企業価値を高めることを目的とし、

当社従業員へのインセンティブ・プラン（以下、「当プラン」）として「従業員持株ＥＳＯＰ信託」の導入を

決議いたしました。 

当プランでは、当社が「ヨネックス従業員持株会」（以下「当社持株会」）に加入する従業員のうち一定の

要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後３年間にわたり当社持株会が取得すると見込

まれる数の当社株式を一括して取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却し

ます。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭

が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の

保証条項に基づき、当社が銀行に一括して弁済します。 

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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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 7,702,084 6,187,592

受取手形及び売掛金 8,613,606 9,304,494

商品及び製品 2,851,709 2,870,623

仕掛品 795,675 815,265

原材料及び貯蔵品 826,149 794,348

繰延税金資産 350,011 390,837

その他 1,473,605 1,326,345

貸倒引当金 △54,455 △56,669

流動資産合計 22,558,387 21,632,837

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,176,606 3,210,434

土地 7,529,327 7,501,523

その他（純額） 1,619,816 1,663,281

有形固定資産合計 12,325,750 12,375,239

無形固定資産 143,635 102,062

投資その他の資産   

投資有価証券 105,034 102,104

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 1,086,434 1,013,053

その他 662,227 652,771

貸倒引当金 △418,903 △401,944

投資その他の資産合計 3,634,793 3,565,986

固定資産合計 16,104,178 16,043,288

資産合計 38,662,566 37,676,126
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（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 4,449,012 4,102,858

未払金 1,015,778 793,900

未払法人税等 251,795 224,321

未払消費税等 51,750 83,767

賞与引当金 550,876 544,767

役員賞与引当金 10,000 20,000

設備関係支払手形 45,030 64,101

その他 407,118 394,601

流動負債合計 6,781,362 6,228,318

固定負債   

退職給付引当金 1,989,839 2,086,721

役員退職慰労引当金 394,324 414,854

長期預り保証金 2,355,777 2,395,891

その他 13,390 11,669

固定負債合計 4,753,332 4,909,136

負債合計 11,534,694 11,137,455

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,706,600 4,706,600

資本剰余金 7,483,439 7,483,439

利益剰余金 16,926,409 16,567,337

自己株式 △1,444,304 △1,444,304

株主資本合計 27,672,145 27,313,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 770 △614

為替換算調整勘定 △545,043 △773,787

評価・換算差額等合計 △544,272 △774,401

純資産合計 27,127,872 26,538,670

負債純資産合計 38,662,566 37,676,126
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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：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 19,001,509 18,910,081

売上原価 10,900,327 11,125,534

売上総利益 8,101,181 7,784,547

販売費及び一般管理費 7,467,249 7,052,296

営業利益 633,932 732,251

営業外収益   

受取利息 22,305 10,822

受取賃貸料 13,469 11,728

受取ロイヤリティー 29,987 69,433

その他 11,384 9,440

営業外収益合計 77,147 101,425

営業外費用   

支払利息 2,756 8,659

売上割引 11,262 8,969

為替差損 24,044 94,422

その他 7,037 15,454

営業外費用合計 45,101 127,506

経常利益 665,978 706,170

特別利益   

固定資産売却益 656 17,142

貸倒引当金戻入額 943 707

その他 68 －

特別利益合計 1,668 17,850

特別損失   

固定資産売却損 256 500

固定資産除却損 9,300 4,980

その他 54 －

特別損失合計 9,610 5,480

税金等調整前四半期純利益 658,035 718,539

法人税、住民税及び事業税 83,815 231,030

法人税等調整額 198,713 △32,798

法人税等合計 282,528 198,232

四半期純利益 375,507 520,307
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,796,261 9,984,362

売上原価 5,704,168 5,837,542

売上総利益 4,092,092 4,146,820

販売費及び一般管理費 3,996,257 3,632,030

営業利益 95,834 514,789

営業外収益   

受取利息 13,778 5,751

受取賃貸料 6,688 6,569

受取ロイヤリティー 16,859 19,330

その他 6,160 5,119

営業外収益合計 43,487 36,770

営業外費用   

支払利息 1,201 3,721

売上割引 4,518 3,645

為替差損 103,742 72,786

その他 7,037 9,041

営業外費用合計 116,499 89,194

経常利益 22,822 462,364

特別利益   

固定資産売却益 417 105

貸倒引当金戻入額 － 1,628

その他 68 －

特別利益合計 486 1,733

特別損失   

固定資産売却損 16 359

固定資産除却損 5,802 3,079

その他 54 －

特別損失合計 5,873 3,439

税金等調整前四半期純利益 17,436 460,659

法人税、住民税及び事業税 54,677 △37,161

法人税等調整額 8,433 98,726

法人税等合計 63,110 61,564

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,674 399,094
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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）

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 658,035 718,539

減価償却費 309,781 323,281

貸倒引当金の増減額（△は減少） △943 △707

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,535 5,434

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,841 △114,247

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,820 △6,529

長期前払費用償却額 19,387 19,016

受取利息及び受取配当金 △23,449 △12,171

支払利息 2,756 8,659

為替差損益（△は益） △9,223 61,159

有形固定資産売却損益（△は益） △400 △16,642

有形固定資産除却損 9,300 4,980

投資有価証券売却損益（△は益） △14 －

その他の営業外損益（△は益） △35,397 △64,829

売上債権の増減額（△は増加） 987,463 764,670

たな卸資産の増減額（△は増加） △491,883 106,260

仕入債務の増減額（△は減少） 547,417 264,094

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,623 △32,017

その他の資産の増減額（△は増加） △280,934 △139,069

その他の負債の増減額（△は減少） 288,486 85,034

小計 1,999,275 1,964,916

利息及び配当金の受取額 22,949 10,818

利息の支払額 △2,783 △7,572

その他の収入 45,696 56,070

その他の支出 △19,108 △20,343

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 72,876 △170,716

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,118,906 1,833,173

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 △129,386 △176,885

有形固定資産の売却による収入 1,225 46,297

有形固定資産の除却による支出 △2,200 △700

無形固定資産の取得による支出 － △54,317

投資有価証券の取得による支出 △601 △602

投資有価証券の売却による収入 382 －

貸付けによる支出 △19,700 △27,250

貸付金の回収による収入 17,556 21,657

その他 △14,667 1,025

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,392 △190,774
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 24,402

配当金の支払額 △163,235 △161,427

その他 △1,668 △2,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,903 △139,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,123 11,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,796,486 1,514,492

現金及び現金同等物の期首残高 5,596,825 6,036,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,393,312 7,551,024
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（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〕

  
スポーツ用品
事業（千円） 

スポーツ施設
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  9,621,177  175,083  9,796,261  －  9,796,261

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7,243  20,000  27,243  △27,243  －

計  9,628,420  195,083  9,823,504  △27,243  9,796,261

営業利益  41,245  54,589  95,834  －  95,834

  
スポーツ用品
事業（千円） 

スポーツ施設
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  9,806,254  178,108  9,984,362  －  9,984,362

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 6,798  20,000  26,798  △26,798  －

計  9,813,052  198,108  10,011,160  △26,798  9,984,362

営業利益  467,285  47,503  514,789  －  514,789
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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） 

 （注）１．事業区分は、製品（商品又は役務を含む）の種類、性質及び販売市場の類似性を主眼にした区分によってお

ります。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

(1）スポーツ用品事業……バドミントン用品、テニス用品、ゴルフ用品等の製造・販売 

(2）スポーツ施設事業……ゴルフ場、テニス・ゴルフ練習場の運営 

３．当連結会計年度より、ヨネックスレディスゴルフトーナメントによるブランドイメージ高揚効果が増してき

たことに伴い、管理手法の一層の適正化を図る判断をしたため、同大会開催費用の配賦方法を一部見直して

おります。 

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．事業区分は、製品（商品又は役務を含む）の種類、性質及び販売市場の類似性を主眼にした区分によってお

ります。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

(1）スポーツ用品事業……バドミントン用品、テニス用品、ゴルフ用品等の製造・販売 

(2）スポーツ施設事業……ゴルフ場、テニス・ゴルフ練習場の運営 

  

  
スポーツ用品
事業（千円） 

スポーツ施設
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  18,679,754  321,754  19,001,509  －  19,001,509

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 13,337  20,000  33,337  △33,337  －

計  18,693,092  341,754  19,034,846  △33,337  19,001,509

営業利益  563,958  69,973  633,932  －  633,932

  
スポーツ用品
事業（千円） 

スポーツ施設
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  18,586,485  323,596  18,910,081  －  18,910,081

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 11,624  20,000  31,624  △31,624  －

計  18,598,109  343,596  18,941,705  △31,624  18,910,081

営業利益  670,317  61,933  732,251  －  732,251
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ
（千円） 

アジア
（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 
 8,648,724  281,442  573,044  293,049  9,796,261  －  9,796,261

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 632,509  3,893  769  558,378  1,195,551  △1,195,551  －

計  9,281,233  285,335  573,814  851,428  10,991,812  △1,195,551  9,796,261

営業利益（又は

営業損失△） 
 △10,307  △13,518  8,872  91,105  76,151  19,683  95,834

  
日本

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ
（千円） 

アジア
（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 
 9,056,146  238,069  433,417  256,729  9,984,362  －  9,984,362

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 413,873  156  87  566,748  980,865  △980,865  －

計  9,470,020  238,225  433,504  823,477  10,965,228  △980,865  9,984,362

営業利益（又は

営業損失△） 
 419,491  △19,132  7,268  93,678  501,306  13,482  514,789
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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．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。 

(1）北米   （米国、カナダ） 

(2）ヨーロッパ（英国、ドイツ） 

(3）アジア  （台湾） 

  

  
日本

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ
（千円） 

アジア
（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 
 16,767,986  574,473  1,204,347  454,700  19,001,509  －  19,001,509

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,176,892  4,500  2,467  1,187,683  2,371,544  △2,371,544  －

計  17,944,879  578,974  1,206,814  1,642,384  21,373,053  △2,371,544  19,001,509

営業利益（又は

営業損失△） 
 541,860  △77,163  5,740  125,923  596,359  37,572  633,932

  
日本

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ
（千円） 

アジア
（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 
 17,191,350  450,563  836,013  432,154  18,910,081  －  18,910,081

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 836,998  156  243  1,258,950  2,096,348  △2,096,348  －

計  18,028,349  450,719  836,256  1,691,104  21,006,430  △2,096,348  18,910,081

営業利益（又は

営業損失△） 
 626,009  △38,196  △39,603  158,067  706,276  25,974  732,251
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

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．地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米   （米国、カナダ他） 

(2）ヨーロッパ（英国、ドイツ他） 

(3）アジア    （シンガポール、韓国、中国他） 

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 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 286,929 918,193 1,743,209  55,190 3,003,522

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 － － －  － 9,796,261

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 2.9 9.4 17.8  0.5 30.6

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 241,270 686,948 1,898,103  45,940 2,872,263

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 － － －  － 9,984,362

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 2.4 6.9 19.0  0.5 28.8

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 584,414 1,806,552 3,148,098  86,276 5,625,341

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 － － －  － 19,001,509

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 3.1 9.5 16.6  0.4 29.6

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 457,237 1,366,743 3,418,901  73,956 5,316,838

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 － － －  － 18,910,081

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 2.4 7.2 18.1  0.4 28.1

（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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