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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4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3月期第3四半期 27,090 △1.5 747 22.8 777 94.6 534 209.4
21年3月期第3四半期 27,494 ― 608 ― 399 ― 172 ―

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3四半期 24.88 ―

21年3月期第3四半期 7.92 ―

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3四半期 37,854 26,863 71.0 1,249.18
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3四半期  26,863百万円 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 

 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。 

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3四半期 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3四半期  1,902,727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3四半期 21,498,643株 21年3月期第3四半期 21,830,849株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、金融危機に端を発した景気後退も 悪期を脱し回復の途上にあ

りますが、そのスピードは総じて緩やかで地域差も明確になりつつあります。 

スポーツ用品業界では、2010年の冬季オリンピックやサッカーワールドカップの開催を控え、明るい材料はある

ものの、需給バランスの悪化と物価の下落に加え、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、競技人気の回復に伴い入場者数の増加は見られるものの、プレーフィーの値

崩れ傾向により、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、消費者ニーズの探求と技術の革新を目指し、品質、性能、デザインの優

位性を高めるべく、継続的に新製品を開発・投入してまいりました。 

また、営業においては、世界各地で開催されるスポーツイベントに積極的に協力・協賛し、契約選手の活躍に連

動した広告宣伝活動を展開し、販売店とのタイアップによる販促活動を強化する一方、効果・効率を重視した経費

削減対策を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、当連結累計期間における

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３四半期連結累計期間における連結売上高は270億90百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は

７億47百万円（前年同期比22.8％増）。前連結累計期間に比べ為替の変動が緩やかであったため、為替差損が減少

し、経常利益は７億77百万円（前年同期比94.6％増）、四半期純利益は５億34百万円（前年同期比209.4％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、シャトルコックの在庫調整や過当競争による

販売価格の混乱はありましたが、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、きめ細かい選手への支援、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、競技自体の人気低迷と過剰供給による廉価販売の影響等から、販売は伸び悩んでおります

が、ソフトテニスは堅調な販売を維持しております。 

ゴルフでは、用具使用契約プロの石川遼選手が世界 年少賞金王に輝き、全英オープン、全米プロ選手権等の

海外メジャー大会への挑戦を通じ、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、国内を中心に持ち直してまいりました。 

ウェア、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。インナーウェアでは、コアバランスを正常に導く高機能アンダーウェア

「マッスルパワーＳＴＢ」を、シューズでは、「パワークッション・ランニング」を投入し新しい挑戦も始めて

おります。 

この結果、スポーツ用品事業の売上高は266億52百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は６億93百万円（前

年同期比29.3％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

より入場者数の維持増大に努めておりますが、消費単価の上値は重く、業績は低迷しております。また、本格的

な降雪期に向かい、その影響を 小限に軽減する努力を続けております。 

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、観客動員数を増加させ成功裏に終了いたしました。 

この結果、スポーツ施設事業の売上高は４億38百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は53百万円（前年同期

比25.7％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

るものと思われますが、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

効果が高まりました。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が続いておりま

す。 

当第３四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243億65百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は５億43百万円（前年同期比22.3％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、景気動向指数がプラスに転じたものの、

高い失業率、所得の不安、個人的信用の収縮により、個人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７億28百万円（前年同期比17.4％減）、営業損失は７百万円（前年同期は60百万円の営業

損失）となりました。 

（３）［ヨーロッパ］ 

ヨーロッパ市場は、労働市場の硬直、金融機関の貸出姿勢の消極性、中東欧諸国の経済の脆弱性等の影響によ

り、景気の回復が遅れております。 

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、販売の低

下していた主力製品に代り、巻返しを図るべく９月に新製品「ナノスピード３ｉ」を投入しておりますが、売上

への貢献は翌四半期以降に期待されるものです。 

この結果、売上高は12億81百万円（前年同期比27.7％減）、営業損失は23百万円（前年同期は12百万円の営業

利益）となりました。 

（４）［アジア（台湾）］ 

台湾市場は、輸出と生産の持ち直しから 悪の状況は脱したものの、先進国経済の景気回復力の弱さに影響を

受け、本格的な経済の回復は遅れております。 

販売の大きな割合を占めるバドミントンが、好調を持続しているため、テニス、ゴルフの低迷を補うことが出

来ました。 

この結果、売上高は７億15百万円（前年同期比22.5％増）、営業利益は１億97百万円（前年同期比23.5％増）

となりました。  
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当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、378億54百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億78

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３四半期連結会計期間末の負債につきましては、109億91百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億46

百万円の減少となりました。その主な要因は、賞与支給に伴う引当金の取り崩しによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、268億63百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億

24百万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加と為替変動に伴う為替換算調整勘定の増加によ

るものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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

18億58百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末は78億94百万円となりました。 

当第３四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22億41百万円（前年同期比6.6％増）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３億11百万円（前年同期比10.0％減）となりました。これは主に、有形固定資

産及び無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84百万円（前年同期比83.8％減）となりました。これは主に、「従業員持株Ｅ

ＳＯＰ信託」の導入に係る借入れによる収入と配当金の支払額によるものであります。なお、前年同期に比べ減少

しているのは、自己株式取得数の減少によるものであります。  

当第３四半期累計期間における業績は、平成21年11月２日に開示いたしました当期業績予想に対して、堅調に推移

しており、通期の業績予想に変更はございません。 

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
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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、「ヨネックス従業員持株会」（以下「当社持株会」）へ当社株式を譲渡していく目的で設立

する「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が今後約３年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取

得して、当社持株会への売却を行います。 

当社株式の取得・処分については、当社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視した保守的な観

点から、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。 

従って、信託口が所有する当社株式や信託口の資産及び負債並びに費用及び収益については四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末日（平成21年12月31日）における自己株式数は、以下のとおりでありま

す。 

自己株式数         1,902,727株 

うち当社所有自己株式数  1,707,227株 

うち信託口所有当社株式数  195,500株 

  

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３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,045,827 6,187,592

受取手形及び売掛金 7,715,201 9,304,494

商品及び製品 2,627,491 2,870,623

仕掛品 832,774 815,265

原材料及び貯蔵品 774,686 794,348

繰延税金資産 160,306 390,837

その他 1,723,506 1,326,345

貸倒引当金 △57,850 △56,669

流動資産合計 21,821,944 21,632,837

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,105,693 3,210,434

土地 7,504,130 7,501,523

その他（純額） 1,636,655 1,663,281

有形固定資産合計 12,246,478 12,375,239

無形固定資産 179,026 102,062

投資その他の資産   

投資有価証券 90,957 102,104

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 1,093,989 1,013,053

その他 623,550 652,771

貸倒引当金 △401,418 △401,944

投資その他の資産合計 3,607,078 3,565,986

固定資産合計 16,032,583 16,043,288

資産合計 37,854,528 37,676,126
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（単位：千円）

当第３四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,403,510 4,102,858

未払金 694,119 793,900

未払法人税等 52,061 224,321

未払消費税等 16,548 83,767

賞与引当金 167,513 544,767

役員賞与引当金 15,000 20,000

設備関係支払手形 118,451 64,101

その他 634,393 394,601

流動負債合計 6,101,597 6,228,318

固定負債   

退職給付引当金 2,054,292 2,086,721

役員退職慰労引当金 402,191 414,854

長期預り保証金 2,330,253 2,395,891

その他 102,741 11,669

固定負債合計 4,889,478 4,909,136

負債合計 10,991,076 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 16,764,551 16,567,337

自己株式 △1,425,983 △1,444,304

株主資本合計 27,528,606 27,313,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,785 △614

為替換算調整勘定 △660,392 △773,787

評価・換算差額等合計 △668,178 △774,401

新株予約権 3,023 －

純資産合計 26,863,451 26,538,670

負債純資産合計 37,854,528 37,676,126
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 27,494,134 27,090,871

売上原価 16,079,593 16,070,369

売上総利益 11,414,541 11,020,501

販売費及び一般管理費 10,806,368 10,273,407

営業利益 608,173 747,093

営業外収益   

受取利息 31,472 17,240

受取賃貸料 18,871 17,171

受取ロイヤリティー 47,375 105,809

その他 25,104 21,797

営業外収益合計 122,823 162,018

営業外費用   

支払利息 4,384 13,939

売上割引 17,436 13,820

為替差損 301,510 87,235

その他 7,861 16,282

営業外費用合計 331,193 131,277

経常利益 399,804 777,834

特別利益   

固定資産売却益 665 17,265

貸倒引当金戻入額 3,599 －

その他 68 －

特別利益合計 4,334 17,265

特別損失   

固定資産売却損 456 1,036

固定資産除却損 12,790 7,687

その他 54 －

特別損失合計 13,301 8,723

税金等調整前四半期純利益 390,837 786,375

法人税、住民税及び事業税 115,670 96,200

法人税等調整額 102,286 155,236

法人税等合計 217,956 251,436

四半期純利益 172,880 534,939
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,492,625 8,180,789

売上原価 5,179,265 4,944,835

売上総利益 3,313,360 3,235,953

販売費及び一般管理費 3,339,118 3,221,819

営業利益又は営業損失（△） △25,758 14,134

営業外収益   

受取利息 9,167 6,418

受取賃貸料 5,401 5,442

為替差益 － 7,186

受取ロイヤリティー 17,387 36,375

その他 13,720 12,356

営業外収益合計 45,676 67,780

営業外費用   

支払利息 1,627 5,279

売上割引 6,174 4,850

為替差損 277,466 －

その他 823 827

営業外費用合計 286,091 10,958

経常利益又は経常損失（△） △266,174 70,956

特別利益   

固定資産売却益 9 122

貸倒引当金戻入額 2,656 －

特別利益合計 2,666 122

特別損失   

固定資産売却損 200 536

固定資産除却損 3,490 2,706

特別損失合計 3,690 3,242

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（△）

△267,198 67,836

法人税、住民税及び事業税 31,855 △134,830

法人税等調整額 △96,426 188,034

法人税等合計 △64,571 53,204

四半期純利益又は四半期純損失（△） △202,627 14,631
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 390,837 786,375

減価償却費 490,039 501,579

株式報酬費用 － 3,023

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,599 3,157

賞与引当金の増減額（△は減少） △346,998 △377,499

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,597 △33,037

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,230 △12,662

長期前払費用償却額 29,101 27,849

受取利息及び受取配当金 △32,812 △18,908

支払利息 4,384 13,939

為替差損益（△は益） 100,633 51,208

有形固定資産売却損益（△は益） △209 △16,228

有形固定資産除却損 12,790 7,687

投資有価証券売却損益（△は益） △14 －

その他の営業外損益（△は益） △64,713 △113,007

売上債権の増減額（△は増加） 1,814,887 1,611,824

たな卸資産の増減額（△は増加） △628,817 277,408

仕入債務の増減額（△は減少） 846,197 275,389

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,310 △67,219

その他の資産の増減額（△は増加） △470,505 △303,536

その他の負債の増減額（△は減少） △183,087 △124,629

小計 1,966,630 2,487,712

利息及び配当金の受取額 28,064 12,344

利息の支払額 △4,209 △11,782

その他の収入 95,443 90,334

その他の支出 △26,107 △26,082

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 43,320 △311,141

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,103,141 2,241,384
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △318,390 △258,035

有形固定資産の売却による収入 1,650 44,999

有形固定資産の除却による支出 △2,200 △2,583

無形固定資産の取得による支出 － △104,732

投資有価証券の取得による支出 △901 △904

投資有価証券の売却による収入 382 －

貸付けによる支出 △39,400 △37,100

貸付金の回収による収入 28,243 45,808

その他 △15,124 1,307

投資活動によるキャッシュ・フロー △345,739 △311,239

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） － 84,545

長期借入れによる収入 － 136,200

自己株式の取得による支出 △209,563 －

自己株式の売却による収入 － 3,064

配当金の支払額 △310,405 △304,811

その他 △2,778 △3,670

財務活動によるキャッシュ・フロー △522,747 △84,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145,179 12,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,089,474 1,858,234

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 6,686,299 7,894,766
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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  8,378,539  114,085  8,492,625  －  8,492,625

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,657  －  5,657  △5,657  －

計  8,384,197  114,085  8,498,283  △5,657  8,492,625

営業利益（又は営業損失△）  △27,673  1,915  △25,758  －  △25,758

  
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  8,066,130  114,658  8,180,789  －  8,180,789

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,784  －  5,784  △5,784  －

計  8,071,915  114,658  8,186,573  △5,784  8,180,789

営業利益（又は営業損失△）  22,641  △8,507  14,134  －  14,134
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  27,058,294  435,840  27,494,134  －  27,494,134

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 18,994  20,000  38,994  △38,994  －

計  27,077,289  455,840  27,533,129  △38,994  27,494,134

営業利益  536,284  71,888  608,173  －  608,173

  
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  26,652,615  438,255  27,090,871  －  27,090,871

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 17,408  20,000  37,408  △37,408  －

計  26,670,024  458,255  27,128,279  △37,408  27,090,871

営業利益  693,667  53,426  747,093  －  747,093
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前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 
 7,486,621  307,426  569,377  129,201  8,492,625  －  8,492,625

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 508,185  850  8,657  596,395  1,114,089  △1,114,089  －

計  7,994,806  308,276  578,034  725,596  9,606,715  △1,114,089  8,492,625

営業利益（又は

営業損失△） 
 △97,476  16,700  6,735  33,837  △40,202  14,443  △25,758

  
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 
 7,173,952  278,247  445,682  282,907  8,180,789  －  8,180,789

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 384,343  30  122  440,633  825,129  △825,129  －

計  7,558,295  278,277  445,805  723,540  9,005,918  △825,129  8,180,789

営業利益（又は

営業損失△） 
 △83,098  30,824  15,692  39,288  2,707  11,426  14,134
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
 24,254,608  881,900  1,773,724  583,901  27,494,134  －  27,494,134

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,685,077  5,351  11,124  1,784,079  3,485,633  △3,485,633  －

計  25,939,686  887,251  1,784,849  2,367,981  30,979,768  △3,485,633  27,494,134

営業利益（又は

営業損失△） 
 444,384  △60,462  12,475  159,760  556,157  52,015  608,173

  
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 
 24,365,302  728,810  1,281,695  715,062  27,090,871  －  27,090,871

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,221,341  186  366  1,699,583  2,921,477  △2,921,477  －

計  25,586,644  728,997  1,282,062  2,414,645  30,012,349  △2,921,477  27,090,871

営業利益（又は

営業損失△） 
 543,617  △7,372  △23,910  197,356  709,691  37,401  747,093
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前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

当社は、平成21年10月13日付で自己株式200千株を三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託

口）へ譲渡しております。また、平成21年12月31日までに自己株式４千株を信託口から従業員持株会へ譲渡して

おります。その結果、自己株式が18,320千円減少し、自己株式処分差損の計上により利益剰余金が15,256千円減

少しました。 

  

〔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） 
312,973 797,564 1,767,724  30,881 2,909,144

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－ － －  － 8,492,625

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
3.7 9.4 20.8  0.4 34.3

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
282,011 651,603 1,617,854  32,070 2,583,539

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－ － －  － 8,180,789

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
3.4 8.0 19.8  0.4 31.6

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
897,388 2,604,117 4,915,823  117,158 8,534,486

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－ － －  － 27,494,134

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
3.2 9.5 17.9  0.4 31.0

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
739,248 2,018,347 5,036,756  106,026 7,900,378

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－ － －  － 27,090,871

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
2.7 7.5 18.6  0.4 29.2

（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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