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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12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9月期第1四半期 1,907 8.6 228 ― 239 ― 272 ―
21年9月期第1四半期 1,756 ― 14 ― △41 ― △0 ―

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9月期第1四半期 25.67 ―
21年9月期第1四半期 △0.03 ―

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9月期第1四半期 7,711 2,285 29.6 215.07
21年9月期 5,837 1,994 34.2 187.69

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  2,285百万円 21年9月期  1,994百万円

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  
当社は定款において９月30日を期末配当基準日、３月31日を中間配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想は未定であ
ります。 

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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  有  
第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正しております。詳細は、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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

3,645 30.7 244 ― 239 ― 272 ― 25.60

通期 7,494 24.1 521 ― 410 ― 374 ― 35.20
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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）  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、業況の変化など
により業績予想と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
マルマンバイオ株式会社、エムアイト
レーディング株式会社

）

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9月期第1四半期 10,625,000株 21年9月期  10,625,000株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  100株 21年9月期  100株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 10,624,900株 21年9月期第1四半期 10,624,900株
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果等により一部に景気持ち直しの兆しが見られる

ものの、雇用情勢や個人所得の悪化を背景に個人消費の低迷が続くなど、引き続き厳しい状況で推移しております。

 ゴルフ業界においては、ゴルフ人気の上昇でプレイ人口の増加という側面がある一方、ゴルフクラブを中心とする

用品販売は個人消費の落ち込みの影響を受け、依然厳しい市場環境が続いております。 

 また健康食品業界においては、新型インフルエンザの流行等により、消費者の健康への意識が高まり、衛生用品や

一部の健康食品で売上を伸ばしたものの、総じて低調に推移しております。 

 このような状況のもと、当社グループは主力のゴルフ事業において、前期フルモデルチェンジしたフラッグシップ

モデル「マジェスティゴールドプレミアム」に、当期新たにレディスモデルを追加し、好調な女性市場の深耕を図る

とともに、人気商品となったフェアウェイ専用モデル「メガシャトル」の拡販を強化し、利益率の高い商品構成で業

績の向上に努めました。 

 また前期売上が大幅に落ち込んだ海外市場は、中国、韓国、東南アジアでの急速な市場回復を背景に、「マジェス

ティ」を中心として輸出を拡大いたしました。 

 健康食品事業においては、グルコサミン、ウコン及び強壮系商品が堅調な売上を示しており、当社グループでは当

期、グルコサミンと強壮系で新商品３アイテムを販売したほか、衛生用品で「マスク」の販売が売上を引き上げまし

た。 

 禁煙パイポは、タバコの増税気配から需要が期待される中、当社グループは、当期新たに携帯灰皿付パイポ「禁煙

の達人」を発売し、順調な売上を示しております。 

 以上の結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高19億７百万円（前年同四半期比8.6％増）、営業利益２億

２千８百万円（前年同四半期は営業利益14百万円）、経常利益２億３千９百万円（前年同四半期は経常損失41百万

円）、四半期純利益２億７千２百万円（前年同四半期は四半期純損失０百万円）となりました。 

  

  

 当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ18億７千４百万円増加し、77億１千１百万円となりま

した。これは主に短期貸付金と現金及び預金の増加によるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ15億８千３百万円増加し、54億２千６百万円となりました。これは主に短期借入金

と支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ２億９千万円増加し、22億８千５百万円となりました。これは主に四半期純利益

の計上によるものであります。 

  

  

平成22年９月期連結業績につきましては、個人消費の低迷など厳しい市場環境が続いておりますが、第１四半期

において海外市場の急速な回復と利益率の高い商品構成により売上原価が低減したこと、また前期より進めていた諸

経費削減の効果が表れてきたこと及び連結子会社の吸収合併によるコストダウン等により、営業利益、経常利益、当

期純利益とも当初の計画を上回る見通しとなりました。 

詳細につきましては、本日（平成22年２月３日）発表しております「平成22年９月期の業績予想の修正に関する

お知らせ」をご覧ください。 

  

  

 連結子会社であったマルマンバイオ株式会社とエムアイトレーディング株式会社は、平成21年10月１日をもっ

て当社と合併したため、当第１四半期連結会計期間より連結の対象から除外しております。 

  

 たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、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定する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年12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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,234,662 756,169

受取手形及び売掛金 1,831,330 1,728,586

商品及び製品 755,802 671,648

仕掛品 74,375 67,540

原材料及び貯蔵品 912,881 848,412

繰延税金資産 103,818 73,377

短期貸付金 1,176,000 170,280

その他 212,762 204,938

貸倒引当金 △121,225 △120,015

流動資産合計 6,180,408 4,400,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 359,609 295,162

減価償却累計額 △68,897 △63,602

建物及び構築物（純額） 290,711 231,559

機械装置及び運搬具 27,545 29,535

減価償却累計額 △14,661 △14,391

機械装置及び運搬具（純額） 12,883 15,144

車両運搬具 15,104 －

減価償却累計額 △2,583 －

車両運搬具（純額） 12,520 －

工具、器具及び備品 527,439 504,995

減価償却累計額 △459,162 △448,905

工具、器具及び備品（純額） 68,276 56,090

土地 764,786 764,786

リース資産 19,196 19,196

減価償却累計額 △1,279 △319

リース資産（純額） 17,916 18,876

有形固定資産合計 1,167,095 1,086,457

無形固定資産   

ソフトウエア 13,538 11,607

その他 12,150 11,587

無形固定資産合計 25,688 23,194

投資その他の資産   

投資有価証券 260,240 239,417

繰延税金資産 278 243

その他 159,014 164,410

貸倒引当金 △80,807 △77,387

投資その他の資産合計 338,727 326,683

固定資産合計 1,531,511 1,436,335

資産合計 7,711,919 5,837,274
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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12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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,357,132 818,043

短期借入金 1,816,310 620,000

未払金 182,227 120,035

リース債務 4,031 4,031

未払法人税等 12,633 21,288

返品調整引当金 75,584 67,061

その他 220,920 217,356

流動負債合計 3,668,839 1,867,816

固定負債   

長期借入金 1,533,690 1,750,000

製品保証引当金 39,147 34,919

リース債務 14,781 15,789

その他 170,359 174,497

固定負債合計 1,757,977 1,975,205

負債合計 5,426,817 3,843,022

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,046,500 1,046,500

資本剰余金 612,137 612,137

利益剰余金 837,834 565,074

自己株式 △105 △105

株主資本合計 2,496,366 2,223,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,371 17,371

繰延ヘッジ損益 △94,951 △111,585

為替換算調整勘定 △133,684 △135,140

評価・換算差額等合計 △211,263 △229,354

純資産合計 2,285,102 1,994,251

負債純資産合計 7,711,919 5,837,274
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,756,248 1,907,209

売上原価 1,097,798 1,096,639

売上総利益 658,450 810,570

販売費及び一般管理費 644,342 581,763

営業利益 14,108 228,806

営業外収益   

受取利息 － 21,401

為替差益 － 2,400

負ののれん償却額 － 8,989

持分法による投資利益 22,263 18,565

その他 617 7,867

営業外収益合計 22,881 59,223

営業外費用   

支払利息 17,617 39,608

売上割引 586 256

為替差損 56,514 －

その他 4,142 8,404

営業外費用合計 78,861 48,269

経常利益又は経常損失（△） △41,871 239,760

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,890 －

特別利益合計 6,890 －

特別損失   

固定資産除却損 2,709 －

特別損失合計 2,709 －

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（△）

△37,691 239,760

法人税、住民税及び事業税 3,895 2,872

過年度法人税等戻入額 － △5,395

法人税等調整額 △41,314 △30,476

法人税等合計 △37,418 △32,998

四半期純利益又は四半期純損失（△） △272 272,759
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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