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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 65,622 △12.1 3,686 △47.9 3,689 △40.9 1,161 △45.9

20年12月期 74,664 26.2 7,081 23.7 6,239 11.4 2,148 △30.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 4,036.50 ― 3.6 6.2 5.6
20年12月期 7,407.50 ― 6.7 9.8 9.5

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  △10百万円 20年12月期  28百万円

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 57,501 33,685 56.0 112,102.02
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  32,173百万円 20年12月期  32,225百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 4,076 △76 △3,748 5,505
20年12月期 7,498 △2,078 △3,826 5,295

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00 1,160 54.0 3.6
21年12月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00 1,154 99.1 3.6

22年12月期 
（予想）

― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00 57.4

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31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）

 

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

34,500 9.5 3,400 434.5 3,300 389.9 2,000 ― 6,968.64

通期 66,000 0.6 4,000 8.5 4,000 8.4 2,000 72.2 6,968.64



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、19ページ「1株当たり情報」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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 290,000株 20年12月期 290,000株

② 期末自己株式数 21年12月期  3,000株 20年12月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 38,436 △11.8 4,406 △28.5 4,906 △24.8 2,732 △20.7

20年12月期 43,559 3.7 6,164 45.9 6,522 43.2 3,446 47.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 9,499.48 ―

20年12月期 11,884.92 ―

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

21年12月期 56,058 31,978 57.0 111,423.20
20年12月期 56,665 30,254 53.4 104,324.23

（参考） 自己資本 21年12月期  31,978百万円 20年12月期  30,254百万円

※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基づいており、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、添付資料の３ページをご参照ください。 



(1）経営成績に関する分析 

 ①業績全般の概況 

 当連結会計年度（平成21年１月１日～12月31日）におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の改善基調

や経済対策などを背景に、年初の冷え込みから回復の兆しも見られたものの、急激な為替の円高が企業収益を圧迫

し、設備投資や雇用に対する調整圧力が依然として残るとともに、消費低迷の影響によりデフレ状況が持続するな

ど、総じて厳しい状況で推移しました。 

 一方、当社グループを取り巻く環境は、日本国内ではゴルフ場入場者数はほぼ横ばいで推移しましたが、年初から

の消費低迷が店頭販売を直撃し、ゴルフクラブを中心に市況はかつてない厳しい状況となりました。また海外市場に

おいても、米国をはじめ全世界的な市況悪化のもと、国内同様に厳しい環境となりました。 

 このような状況のなか、当社グループは、グローバルな販売組織の再構築や地域・商品に応じブランドを使い分け

たマーケティング活動を進め一層の拡販を図るとともに、当社独自のデジタルシミュレーション技術とクリーブラン

ドゴルフの質の高い商品企画力を融合させた商品開発体制の構築や、生産体制の見直しによるゴルフクラブ生産コス

ト削減等の総原価低減活動の推進、経費の圧縮による企業体質の一層の強化などにグループ全体の総力を投じて取り

組みました。これらの取り組みにより、当社グループの業績水準は前年から低下したものの、年初の計画水準を大幅

に上回りました。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は65,622百万円（前期比87.9％）、経常利益は3,689百万円（前期比

59.1％）、当期純利益は1,161百万円（前期比54.1％）となりました。 

 なお、個別業績については、売上高は38,436百万円（前期比88.2％）、経常利益は4,906百万円（前期比

75.2％）、当期純利益は2,732百万円（前期比79.3％）となりました。  

    

 ②セグメント別の概況 

  1）スポーツ用品事業 

 ゴルフ用品のうち国内では、ゴルフクラブにおいて、主力の「ザ・ゼクシオ(＝５代目ゼクシオ)」が圧倒的な

人気を継続したほか、「SRIXON(スリクソン)」ブランドからアベレージモデルの「スリクソン GiE(ジー)」を１

月に、プロ・上級者モデルの「スリクソン Z-TX」を９月にそれぞれ発売しました。また、「Cleveland Golf(ク

リーブランドゴルフ)」ブランドの日本専用ウェッジを３月に投入したことに加え、12月中旬には６代目となる新

モデル「新・ゼクシオ」を発売するなど、積極的な販売活動を展開しました。 

 またゴルフボールでは、世界のツアープロが求める飛びとスピン性能を両立させた新モデル「スリクソン Z-

STAR シリーズ」や、飛びと直進性を一層進化させた「ゼクシオ SUPER XD」に新たなカラーバリエーションを追

加するなど、商品の多様性の追求とユーザーへの訴求強化により一層の拡販を図りました。 

 シューズ、アクセサリー、ウェアなどにおいても、「XXIO」「SRIXON」「Cleveland Golf」ブランドを中心に

高機能の新商品をタイムリーに市場へ投入しました。 

 一方、海外においては、「Cleveland Golf」ブランドのゴルフクラブ「ハイボア MOAI(モアイ) XLS ドライバ

ー」や「ランチャー DST ウッドシリーズ」を発売しました。また、ゴルフボールの拡販に繋げていくことを目的

として、クリーブランド社契約プロで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の強化を推進するとともに、クリーブランド社の販売経路を活用したゴ

ルフボール販売を本格化させることにより、欧米における「SRIXON」ゴルフボールの販売シェアを順調に拡大す

るに至りました。 

 しかしながら、2008年のリーマン・ショックに端を発した日本を含む世界経済の大幅な冷え込みは、ゴルフク

ラブを中心とした国内外の店頭販売に多大な影響を及ぼしたことから、ゴルフ用品全体で売上高は前年を下回り

ました。 

 テニス用品では、パワーを活かしてコントロール性能を向上させた硬式テニスラケット「スリクソン X(エック

ス) シリーズ」を新たに投入することで、テニスボール・テニスウェアに続き、テニスラケットにおいても

「SRIXON」ブランドのラインナップを整えました。また、「BABOLAT(バボラ)」ブランドにおいては、長期にわた

り各国のテニスプレーヤーに支持され続けているテニスラケット「ピュアドライブ シリーズ」から新モデル２機

種を発売し、好評を博しました。しかしながら、市況の低迷に加えて秋以降の新型インフルエンザの流行に伴う

学校の休校により、テニス用品全般の店頭販売が伸び悩んだことなども影響し、テニス用品全体で売上高は前年

を若干下回りました。 

 以上の結果、ライセンス収入を加えたスポーツ用品事業の当連結会計年度の売上高は60,019百万円（前期比

87.1％）となりました。 

  

  2）その他事業 

 ゴルフトーナメント運営では、ゴルフトーナメント人気の上昇による追い風があったものの、ゴルフトーナメ

１．経営成績



ントの開催中止による受託試合数の減少や開催規模の縮小などが影響し、売上高は前年を下回りました。一方、

ゴルフスクール運営では、スクール拠点の増加に加え、首都圏の大型ゴルフ専門店やゴルフ練習場とタイアップ

したインドアスクールが順調に推移したことから、売上高は前年を上回りました。また、ゴルフ場運営では、天

候が総じて良好であったことや各種サービスの向上に取り組み、入場者数は堅調に推移したものの、景気低迷に

よる競争激化に伴いゴルフプレー単価の下落が顕著となったことから、売上高は前年を下回りました。 

 以上の結果、その他事業の当連結会計年度の売上高は5,603百万円（前期比97.2％）となりました。 

  

 ③次期の見通し 

  今後のわが国経済は、海外経済の改善や経済対策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向の持続が期待されるも

のの、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの継続等の景気下押しリスクも存在するなど、依然と

して厳しい状況で推移することが見込まれます。 

 また海外においても、アジアを中心とした回復基調も見られるものの、欧米における失業率は未だ高水準で推移し

ており、景気の低迷は当面続くものと見込まれます。 

 このような状況の中、ゴルフ用品をはじめとする市況の冷え込みは依然として継続するものと考えられますが、当

社グループは、主力の「XXIO」ブランドのゴルフクラブ、ゴルフボールの販売強化に加え、「SRIXON」

「Cleveland Golf」ブランドの新商品投入などにより、グループ一丸となって店頭販売の強化及びシェアアップを推

進してまいります。 

 一方、収益面においては、原価低減活動のさらなる推進に加え、クリーブランド社との販売・コスト・技術開発等

におけるシナジー効果を実現していくことにより、収益力の向上を図ってまいります。 

 次期の業績見通しにつきましては、こういった厳しい経済情勢を考慮し、下記のとおりを予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①財政状態 

 当連結会計年度末における資産合計は、主にたな卸資産の減少や償却資産の減価償却が進んだ結果、57,501百万円

となり前連結会計年度末から3,758百万円の減少となりました。 

 負債合計は、主に長期借入金などの有利子負債や未払法人税等が減少した結果、23,816百万円となり前連結会計年

度末から3,658百万円の減少となりました。 

 純資産合計は、繰延ヘッジ損益の増加に伴い評価・換算差額等が増加しましたが、自己株式の取得等により株主資

本が減少した結果、33,685百万円となり前連結会計年度末から99百万円の減少となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は56.0％となり、前連結会計年度末から3.4ポイント増加しました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、5,505百万円と前連結会計年度末と比較して209百万円増加しま

した。各活動によるキャッシュ・フローの内容は以下のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは4,076百万円の収入となり、前連結会計年度と比

較して3,421百万円の収入減となりました（前連結会計年度は7,498百万円の収入）。これは主に前連結会計年度と

比較して税金等調整前当期純利益が2,014百万円減少したことや、仕入債務の増減額が1,825百万円減少したことに

より収入減となったものであります。 

  なお、当連結会計年度の主な収入は税金等調整前当期純利益3,532百万円、主な支出は法人税等の支払額3,223百

万円であります。 

 

連 結

第2四半期
連結累計期間 (前年同期比) 通期 (前期比) 

   百万円 ％   百万円 ％ 

売上高  34,500  (109.5)  66,000  (100.6)

営業利益  3,400  (534.5)  4,000  (108.5)

経常利益  3,300  (489.9)  4,000  (108.4)

当期純利益  2,000 (－)  2,000  (172.2)



 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは76百万円の支出となり、前連結会計年度と比較し

て2,001百万円の支出減となりました（前連結会計年度は2,078百万円の支出）。これは主に前連結会計年度に比較

して定期預金の払戻による収入で745百万円増加したことや、定期預金の預入による支出で431百万円減少したこと

及び有形固定資産の取得による支出で400百万円減少したこと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） 

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは3,748百万円の支出となりました（前連結会計年

度は3,826百万円の支出）。これは主に長期借入金などの有利子負債の返済を進めたこと及び自己株式を取得した

ことによるものであります。 

  

 ③キャッシュ・フローのトレンド 

（算出方法） 

・自己資本比率            ：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  （注）１ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しております。 

 ３ 有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象として

おります。 

 ４ 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主への利益還元を重要課題の一つと認識し、業績の見通し、配当性向、内部留保の水準等を総合的に判

断しながら、長期にわたり安定して株主に報いることを基本方針としており、継続的に株主に利益還元していく所存

であります。 

 また当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配

当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 内部留保につきましては、海外事業展開のさらなる強化や研究開発活動の充実等に有効に活用していくことによ

り、企業体質の一層の強化に繋げていく所存であります。 

 なお、当期の配当につきましては、１株あたり4,000円（うち中間配当2,000円）を予定しております。 

  

  近の有価証券報告書（平成21年３月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

 平成19年12月期決算短信（平成20年２月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.sri-sports.co.jp/ir/library/index.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率(％）  48.6  52.6  56.0

時価ベースの自己資本比率(％）  59.5  40.1  43.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年）  2.3  1.5  2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ  98.1  26.4  21.6

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,953 6,061

受取手形及び売掛金 12,638 14,298

有価証券 1,000 200

たな卸資産 10,289 －

商品及び製品 － 5,411

仕掛品 － 309

原材料及び貯蔵品 － 2,378

繰延税金資産 1,485 1,368

その他 736 950

貸倒引当金 △576 △627

流動資産合計 31,527 30,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,603 7,666

減価償却累計額 △4,781 △5,020

建物及び構築物（純額） 2,822 2,645

機械装置及び運搬具 10,209 10,178

減価償却累計額 △8,299 △8,479

機械装置及び運搬具（純額） 1,909 1,698

工具、器具及び備品 4,768 5,039

減価償却累計額 △3,884 △4,327

工具、器具及び備品（純額） 883 711

土地 3,204 3,164

リース資産 － 151

減価償却累計額 － △14

リース資産（純額） － 137

建設仮勘定 97 74

有形固定資産合計 8,917 8,431

無形固定資産   

のれん 8,267 7,524

商標権 4,120 3,479

その他 1,338 1,167

無形固定資産合計 13,726 12,171

投資その他の資産   

投資有価証券 783 532

長期貸付金 3,011 2,995

繰延税金資産 896 855

長期預金 100 100

その他 2,817 2,483

貸倒引当金 △518 △418

投資その他の資産合計 7,090 6,547

固定資産合計 29,733 27,150

資産合計 61,260 57,501



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,410 5,069

短期借入金 5,594 5,450

1年内返済予定の長期借入金 2,000 2,000

未払金 3,029 2,561

未払法人税等 2,079 1,244

リース債務 － 24

繰延税金負債 － 1

賞与引当金 235 243

売上値引引当金 297 292

その他 1,873 1,691

流動負債合計 20,521 18,580

固定負債   

長期借入金 3,600 1,600

リース債務 － 145

繰延税金負債 4 6

退職給付引当金 1,825 1,846

役員退職慰労引当金 166 184

負ののれん － 47

その他 1,357 1,406

固定負債合計 6,954 5,236

負債合計 27,475 23,816

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 14,275 14,077

自己株式 － △216

株主資本合計 32,690 32,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 △6

繰延ヘッジ損益 △220 141

為替換算調整勘定 △262 △237

評価・換算差額等合計 △464 △103

少数株主持分 1,559 1,512

純資産合計 33,785 33,685

負債純資産合計 61,260 57,501



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 74,664 65,622

売上原価 37,313 33,789

売上総利益 37,350 31,832

販売費及び一般管理費   

販売奨励金・販売手数料 1,379 895

広告費・拡販対策費 10,069 8,934

物流費 2,576 2,491

貸倒引当金繰入額 139 278

人件費 8,664 8,406

賞与引当金繰入額 160 164

退職給付費用 210 280

その他 7,068 6,694

販売費及び一般管理費合計 30,268 28,146

営業利益 7,081 3,686

営業外収益   

受取利息 73 62

受取配当金 3 2

持分法による投資利益 28 －

雑品売却益 63 65

保険差益 55 －

諸権利使用料 94 17

貸倒引当金戻入額 － 89

その他 167 191

営業外収益合計 486 428

営業外費用   

支払利息 318 149

持分法による投資損失 － 10

為替差損 823 9

その他 186 255

営業外費用合計 1,328 424

経常利益 6,239 3,689

特別損失   

固定資産除売却損 50 55

グループ再編関連費用 572 －

減損損失 68 101

特別損失合計 692 157

税金等調整前当期純利益 5,547 3,532

法人税、住民税及び事業税 3,100 2,392

法人税等調整額 294 △78

法人税等合計 3,395 2,313

少数株主利益 3 57

当期純利益 2,148 1,161



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

資本剰余金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

利益剰余金   

前期末残高 13,287 14,275

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △204

当期変動額   

剰余金の配当 △1,160 △1,154

当期純利益 2,148 1,161

当期変動額合計 988 7

当期末残高 14,275 14,077

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △216

当期変動額合計 － △216

当期末残高 － △216

株主資本合計   

前期末残高 31,702 32,690

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △204

当期変動額   

剰余金の配当 △1,160 △1,154

当期純利益 2,148 1,161

自己株式の取得 － △216

当期変動額合計 988 △209

当期末残高 32,690 32,276



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 58 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40 △25

当期変動額合計 △40 △25

当期末残高 18 △6

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △6 △220

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △214 362

当期変動額合計 △214 362

当期末残高 △220 141

為替換算調整勘定   

前期末残高 202 △262

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △465 24

当期変動額合計 △465 24

当期末残高 △262 △237

評価・換算差額等合計   

前期末残高 254 △464

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △719 361

当期変動額合計 △719 361

当期末残高 △464 △103

少数株主持分   

前期末残高 1,738 1,559

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △178 △47

当期変動額合計 △178 △47

当期末残高 1,559 1,512

純資産合計   

前期末残高 33,695 33,785

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △204

当期変動額   

剰余金の配当 △1,160 △1,154

当期純利益 2,148 1,161

自己株式の取得 － △216

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △897 314

当期変動額合計 90 104

当期末残高 33,785 33,685



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１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   

税金等調整前当期純利益 5,547 3,532

減価償却費 2,390 2,512

減損損失 68 101

固定資産除売却損益（△は益） 50 55

のれん償却額 576 627

持分法による投資損益（△は益） △28 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 68 △43

売上値引引当金の増減額（△は減少） △205 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 △10

前払年金費用の増減額（△は増加） △23 31

受取利息及び受取配当金 △76 △64

支払利息 318 149

売上債権の増減額（△は増加） 1,974 △1,492

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,112 2,399

仕入債務の増減額（△は減少） 1,242 △582

未収入金の増減額（△は増加） △94 165

未払金の増減額（△は減少） △673 △357

その他 422 383

小計 10,464 7,409

利息及び配当金の受取額 102 79

利息の支払額 △284 △188

法人税等の支払額 △2,784 △3,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,498 4,076

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,039 △608

定期預金の払戻による収入 965 1,711

有形固定資産の取得による支出 △1,448 △1,047

有形固定資産の売却による収入 167 113

無形固定資産の取得による支出 △268 △239

短期貸付金の純増減額（△は増加） 36 △21

長期貸付けによる支出 △19 △12

長期貸付金の回収による収入 7 16

投資有価証券の取得による支出 △204 △3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△284 －

その他 8 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,078 △76



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） △8,250 △336

長期借入金の返済による支出 △400 △2,000

長期借入れによる収入 6,000 －

自己株式の取得による支出 － △216

配当金の支払額 △1,160 △1,154

少数株主への配当金の支払額 △15 △7

その他 － △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,826 △3,748

現金及び現金同等物に係る換算差額 △213 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,379 209

現金及び現金同等物の期首残高 3,854 5,295

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

62 －

現金及び現金同等物の期末残高 5,295 5,505



 該当事項はありません。 

   

１.連結の範囲に関する事項 

  

２.持分法の適用に関する事項  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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。 

 なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

（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）  

 当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ44百万円減少しておりま

す。  

 なお、セグメントに与える影響は（セグメント情報）に記載しております。 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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、当連結会計年度より、「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））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。 

 これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利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。 

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1）連結子会社の数   15社 主要会社名 … ㈱ダンロップスポーツ、㈱ダンロップスポーツ

中部、㈱ダンロップゴルフクラブ、Roger 

Cleveland Golf Company, Inc. 

2）連結範囲の異動状況   連結（新規）－社、連結（除外）１社 

  連結子会社であったクリーブランドゴルフアジア㈲は、平成21年11月17日

付で清算により消滅しました。 

1）持分法適用の非連結子会社数  ２社 会社名 ……… ㈱ワコーテニス、㈱ハイマックス  

2）持分法適用の関連会社数  ３社 会社名 ……… 柏泉グリーン開発㈱、長維工業股份有限公司、

長維BVI工業股份有限公司  

3）持分法の範囲の異動状況   持分法（新規）－社、持分法（除外）－社  

(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更



  

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府

令第50号）が適用になることに伴い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ6,750百万円、318百万円、3,220百万円であります。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」については、当

連結会計年度において、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「貸倒引当金戻入額」は15百万円であります。 

  

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正（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、当連結会計年度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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ33百万円減少して

おります。 

 なお、セグメントに与える影響は（セグメント情報）に記載しております。  

  

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

(8）表示方法の変更

(9）追加情報

(10）連結財務諸表作成に関する注記事項

（開示の省略）



前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

（注） １ 事業区分は、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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

 ５ 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。これにより営業利益がスポーツ用品事業において42百万円、その他事業において2百

万円それぞれ減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する  

売上高 
 68,897  5,766  74,664  －  74,664

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 97  1,323  1,421  (1,421)  －

計  68,995  7,090  76,085  (1,421)  74,664

営業費用  62,235  6,792  69,028  (1,445)  67,582

営業利益  6,759  298  7,057  23  7,081

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                             

資産  54,898  6,919  61,817  (556)  61,260

減価償却費  2,342  47  2,390  －  2,390

減損損失  68  －  68  －  68

資本的支出  1,837  49  1,886  －  1,886



当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

（注） １ 事業区分は、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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

 ５ 当連結会計年度より「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）を適用しております。これにより、当連結会計年度の営業利益がスポーツ

用品事業で44百万円減少しております。 

 ６  当社及び国内連結子会社は、法人税法改正（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、当連結会計年度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、当連結会計年度の営業利益がスポーツ用品事業で34百万円減少し、その他事業で0

百万円増加しております。 

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する  

売上高 
 60,019  5,603  65,622  －  65,622

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 128  1,073  1,201  (1,201)  －

計  60,147  6,677  66,824  (1,201)  65,622

営業費用  56,661  6,514  63,175  (1,239)  61,936

営業利益  3,485  163  3,648  37  3,686

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                             

資産  51,207  6,925  58,132  (630)  57,501

減価償却費  2,460  52  2,512  －  2,512

減損損失  67  34  101        101

資本的支出  1,524  44  1,569  －  1,569



前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31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 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。   

  ４ 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。これにより営業利益が日本において45百万円減少しております。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31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 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。   

  ４ 当連結会計年度より「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）を適用しております。これにより、当連結会計年度の営業損失が北米で42

百万円、その他で1百万円それぞれ増加しております。 

 ５ 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正（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、当連結会計年度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、当連結会計年度の営業利益が日本で33百万円減少しております。  

  

ｂ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高 
 55,669  12,584  6,409  74,664  －  74,664

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,434  2,272  1,382  7,089  (7,089)  －

計  59,104  14,857  7,792  81,753  (7,089)  74,664

  営業費用  51,167  14,954  8,231  74,353  (6,770)  67,582

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
 7,937  △97  △439  7,400  (318)  7,081

Ⅱ 資産  46,018  13,843  4,455  64,317  (3,056)  61,260

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高 
 49,319  10,317  5,985  65,622  －  65,622

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,724  2,463  1,455  6,643  (6,643)  －

計  52,044  12,781  7,440  72,266  (6,643)  65,622

  営業費用  46,429  14,278  7,916  68,624  (6,687)  61,936

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
 5,614  △1,497  △475  3,642  43  3,686

Ⅱ 資産  44,064  12,640  5,169  61,873  (4,371)  57,501



前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31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。 

４ 国又は地域の区分の変更 

 従来、海外売上高は国又は地域ごとの区分をしておりませんでしたが、当連結会計年度において「北米」

及び「欧州」の重要性が増したため区分表示するとともに、その他の地域を「その他」として表示しており

ます。なお、前連結会計年度の「北米」の海外売上高は2,422百万円、連結売上高に占める割合は4.1％、

「欧州」の海外売上高は2,332百万円、連結売上高に占める割合は3.9％、「その他」の海外売上高は4,311

百万円、連結売上高に占める割合は7.3％であります。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31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。 

  

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,012  5,181  5,598  21,792

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    74,664

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 14.8  6.9  7.5  29.2

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,337  4,013  4,612  18,963

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    65,622

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 15.8  6.1  7.0  28.9



 （注） 算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 １  １株当たり純資産額 

 ２  １株当たり当期純利益 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額               111,122円51銭                     112,102円 02銭 

１株当たり当期純利益             7,407円50銭                 4,036円 50銭 

   潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

項目
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）  33,785  33,685

純資産の合計額から控除する金額（百万円） 

 （うち少数株主持分） 

 

(1,559)  

1,559  

(1,512)  

1,512

普通株式に係る純資産額（百万円）  32,225  32,173

期末の普通株式の発行済株式数（株）  290,000  290,000

期末の普通株式の自己株式数（株）  －  3,000

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式数 
 290,000  287,000

項目
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  2,148  1,161

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,148  1,161

普通株式の期中平均株式数（株）  290,000  287,658

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,068 3,616

受取手形 101 86

売掛金 14,586 16,120

有価証券 1,000 －

製品 4,134 2,707

原材料 778 728

仕掛品 115 119

貯蔵品 340 377

前払費用 33 46

繰延税金資産 909 797

短期貸付金 877 1,001

未収入金 3,323 2,875

その他 31 280

貸倒引当金 △37 △118

流動資産合計 28,265 28,639

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,363 3,360

減価償却累計額 △2,283 △2,383

建物（純額） 1,080 977

構築物 1,349 1,349

減価償却累計額 △929 △961

構築物（純額） 419 388

機械及び装置 8,255 8,139

減価償却累計額 △7,176 △7,239

機械及び装置（純額） 1,078 899

車両運搬具 116 116

減価償却累計額 △87 △95

車両運搬具（純額） 28 20

工具、器具及び備品 3,787 3,915

減価償却累計額 △3,286 △3,594

工具、器具及び備品（純額） 500 320

土地 1,418 1,418

リース資産 － 131

減価償却累計額 － △10

リース資産（純額） － 120

建設仮勘定 14 5

有形固定資産合計 4,540 4,149

無形固定資産   

特許権 657 508

商標権 4,064 3,433

意匠権 195 138

ソフトウエア 242 304

リース資産 － 4

その他 34 16

無形固定資産合計 5,194 4,405



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 115 94

関係会社株式 14,096 14,850

関係会社長期貸付金 3,946 3,959

従業員に対する長期貸付金 2 1

長期前払費用 223 202

繰延税金資産 479 235

差入保証金 783 617

前払年金費用 551 507

関係会社株式評価引当金 △523 △634

貸倒引当金 △1,012 △970

投資その他の資産合計 18,664 18,864

固定資産合計 28,399 27,419

資産合計 56,665 56,058

負債の部   

流動負債   

支払手形 698 678

買掛金 6,681 6,415

短期借入金 818 783

1年内返済予定の長期借入金 2,000 2,000

リース債務 － 15

未払金 2,138 2,023

未払費用 228 299

未払法人税等 1,543 1,120

預り金 7,427 8,127

賞与引当金 93 97

その他 394 2

流動負債合計 22,021 21,561

固定負債   

長期借入金 3,600 1,600

リース債務 － 115

長期未払金 461 461

退職給付引当金 320 334

その他 7 7

固定負債合計 4,389 2,519

負債合計 26,411 24,080



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,207 9,207

資本剰余金   

資本準備金 9,207 9,207

資本剰余金合計 9,207 9,207

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 6,500 6,500

繰越利益剰余金 5,564 7,143

利益剰余金合計 12,064 13,643

自己株式 － △216

株主資本合計 30,479 31,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 △4

繰延ヘッジ損益 △233 141

評価・換算差額等合計 △225 136

純資産合計 30,254 31,978

負債純資産合計 56,665 56,058



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 43,559 38,436

売上原価 25,433 23,323

売上総利益 18,125 15,112

販売費及び一般管理費 11,961 10,706

営業利益 6,164 4,406

営業外収益   

受取利息 163 79

受取配当金 688 471

諸権利使用料 38 25

ソフトウェア使用料 58 67

その他 126 110

営業外収益合計 1,075 753

営業外費用   

支払利息 158 68

為替差損 528 111

その他 31 74

営業外費用合計 717 253

経常利益 6,522 4,906

特別損失   

固定資産除却損 39 16

関係会社株式評価損 134 －

関係会社株式評価引当金繰入額 － 111

減損損失 68 18

特別損失合計 242 145

税引前当期純利益 6,280 4,760

法人税、住民税及び事業税 2,327 1,917

法人税等調整額 505 110

法人税等合計 2,833 2,027

当期純利益 3,446 2,732



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,500 6,500

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 6,500 6,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,277 5,564

当期変動額   

剰余金の配当 △1,160 △1,154

別途積立金の積立 △1,000 －

当期純利益 3,446 2,732

当期変動額合計 1,286 1,578

当期末残高 5,564 7,143

利益剰余金合計   

前期末残高 9,777 12,064

当期変動額   

剰余金の配当 △1,160 △1,154

別途積立金の積立 － －

当期純利益 3,446 2,732

当期変動額合計 2,286 1,578

当期末残高 12,064 13,643

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △216

当期変動額合計 － △216

当期末残高 － △216



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 28,192 30,479

当期変動額   

剰余金の配当 △1,160 △1,154

当期純利益 3,446 2,732

自己株式の取得 － △216

当期変動額合計 2,286 1,362

当期末残高 30,479 31,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 9 7

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △12

当期変動額合計 △1 △12

当期末残高 7 △4

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △6 △233

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △226 374

当期変動額合計 △226 374

当期末残高 △233 141

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2 △225

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △228 362

当期変動額合計 △228 362

当期末残高 △225 136

純資産合計   

前期末残高 28,195 30,254

当期変動額   

剰余金の配当 △1,160 △1,154

当期純利益 3,446 2,732

自己株式の取得 － △216

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △228 362

当期変動額合計 2,058 1,724

当期末残高 30,254 31,978



 該当事項はありません。 

   

(4）継続企業の前提に関する注記



  

 ２月12日(金)開催の取締役会で次の通り内定いたしました。 

  

 １. 役員の就退任（３月24日(水)付） 

  

  (1) 新任  ※（ ）内は現職 

    ３月24日(水)開催予定の定時株主総会において、次の監査役の選任についての議案を提出いたします。 

  
                 にしかわ こういちろう 

     社外監査役  西川 公一朗 （西川公認会計士事務所所長、 

                    税理士法人西川オフィス神戸代表社員、 

                    日本盛㈱監査役） 

  

  (2) 退任 

  
               はまさき あきら 

     監査役  濱﨑 明 

  

  

 ２．執行役員の就任（３月24日(水)付）  

  

  (1) 新任  ※（ ）内は現職 

    ３月24日(水)開催予定の定時株主総会後の取締役会において、次の執行役員の選任についての議案を提出い

たします。 

  
                 たなか せいぞう 

     執行役員  田中 誠三 （ゴルフ販売企画部長兼ブランド推進部長） 

  
  

 ３. 新監査役候補の略歴 

  
      にしかわ こういちろう 

    西川 公一朗  

  

     1950年（昭和25年）１月９日生（60歳） 

     兵庫県出身  

  

       1978年（昭和53年）９月  公認会計士登録 

       1979年（昭和54年）８月  税理士登録 

       1979年（昭和54年）９月  西川公認会計士税理士事務所（現西川公認会計士事務所）所長 

       2001年（平成13年）６月  日本盛㈱監査役 

       2010年（平成22年）１月  税理士法人西川オフィス神戸代表社員 

  
  

 ４．新執行役員候補の略歴  

  
      たなか せいぞう 

    田中 誠三  

  

     1956年（昭和31年）３月24日生（53歳） 

     兵庫県出身  

  

       1978年（昭和53年）４月  住友ゴム工業㈱入社 

       2004年（平成16年）１月  当社ゴルフ営業部長 

       2010年（平成22年）１月  同ゴルフ販売企画部長兼ブランド推進部長  

  

６．役員の異動
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