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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 3,738 34.0 296 ― 325 ― 418 ―
21年9月期第2四半期 2,789 ― △363 ― △474 ― △802 ―

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2四半期 39.39 ―
21年9月期第2四半期 △75.49 ―

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2四半期 8,195 2,461 30.0 231.69
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2四半期  2,461百万円 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  有  
期末の配当予想を修正しております。詳細は、本日発表の「平成22年９月期配当予想の修正及び株主優待の実施に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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  有  
通期の業績予想を修正しております。詳細は、本日発表の「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。 

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 7,588 25.7 553 ― 478 ― 571 ― 53.74
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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  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） 

(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いたしておりますが、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2四半期 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2四半期  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2四半期 10,624,900株 21年9月期第2四半期 10,624,900株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果や輸出の回復などから一部の業種では持ち直し

の兆しがが見られるものの、景気回復への自律性には乏しく、デフレ経済の進展と雇用情勢の悪化により、企業を取

り巻く環境は引き続き厳しいものとなっております。 

ゴルフ業界においては、ゴルフ人気の上昇により若年層を中心としてゴルフ場やゴルフ練習場への来場数が増加傾

向にありますが、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が影響し、依然として厳しい状態が続

いております。 

また健康食品市場においては、消費者の健康に対する潜在的ニーズは高く通信販売などの売上が増加しましたが、

一方で小売店での集客が減少するなど店頭売上は低調となり、市場全体としては横ばいの状況にあります。 

このような状況のもと当社グループは、売れ筋商品を中心に商品ラインナップの拡充と重点的な宣伝・販促活動を

実施し、積極的な営業活動を展開してまいりました。 

また、昨年後半より急速な回復を果たした海外市場は、韓国、中国を中心に好調な販売が続き、輸出が拡大いたし

ました。 

更に、前期より進めてきた組織再編等の合理化策を始めとする総コストの見直しの効果が表れ、製造原価の低減と

固定費の圧縮につながって利益率が上昇しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高37億３千８百万円（前年同四半期比34.0％増）、営業利

益は２億９千６百万円（前年同四半期は営業損失３億６千３百万円）、経常利益は３億２千５百万円（前年同四半期

は経常損失４億７千４百万円）、四半期純利益は４億１千８百万円（前年同四半期は四半期純損失８億２百万円）と

なりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ23億５千８百万円増加し、81億９千５百

万円となりました。これは主に短期貸付金と投資有価証券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18億９千１百万円増加し、57億３千４百万円となりました。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４億６千７百万円増加し、24億６千１百万円となりました。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景気の先行きは依然不透明でありますが、第２四

半期連結累計期間において、売上原価の低減と固定費の圧縮により利益率が改善したこと、また海外市場が好調に推

移していることなどを踏まえ、平成22年２月３日に公表しました通期業績予想を修正いたしております。 

詳細につきましては、本日（平成22年５月７日）発表の「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、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。 

  

 該当事項はありません。  

  

 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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 606,032 756,169

受取手形及び売掛金 1,955,726 1,728,586

商品及び製品 752,209 671,648

仕掛品 83,856 67,540

原材料及び貯蔵品 957,411 848,412

繰延税金資産 158,132 73,377

短期貸付金 1,176,000 170,280

その他 234,072 204,938

貸倒引当金 △104,854 △120,015

流動資産合計 5,818,588 4,400,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 283,757 231,559

土地 764,786 764,786

その他（純額） 98,138 90,111

有形固定資産合計 1,146,681 1,086,457

無形固定資産 24,472 23,194

投資その他の資産   

投資有価証券 1,135,532 239,417

繰延税金資産 － 243

その他 155,997 164,410

貸倒引当金 △85,554 △77,387

投資その他の資産合計 1,205,975 326,683

固定資産合計 2,377,129 1,436,335

資産合計 8,195,718 5,837,274
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,199,565 818,043

短期借入金 2,468,850 620,000

未払金 166,869 120,035

リース債務 4,031 4,031

未払法人税等 8,062 21,288

賞与引当金 19,821 －

返品調整引当金 74,181 67,061

その他 105,250 217,356

流動負債合計 4,046,631 1,867,816

固定負債   

長期借入金 1,476,150 1,750,000

製品保証引当金 37,584 34,919

リース債務 13,773 15,789

その他 159,889 174,497

固定負債合計 1,687,397 1,975,205

負債合計 5,734,029 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 983,640 565,074

自己株式 △105 △105

株主資本合計 2,642,172 2,223,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,384 17,371

繰延ヘッジ損益 △71,618 △111,585

為替換算調整勘定 △125,250 △135,140

評価・換算差額等合計 △180,483 △229,354

純資産合計 2,461,688 1,994,251

負債純資産合計 8,195,718 5,837,274
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,789,650 3,738,880

売上原価 1,853,680 2,172,907

売上総利益 935,969 1,565,972

販売費及び一般管理費 1,299,348 1,269,764

営業利益又は営業損失（△） △363,378 296,208

営業外収益   

受取利息 1,454 48,587

為替差益 － 921

負ののれん償却額 － 17,978

持分法による投資利益 － 46,142

雑収入 1,928 －

その他 58 13,548

営業外収益合計 3,440 127,179

営業外費用   

支払利息 30,998 81,149

売上割引 902 629

為替差損 60,077 －

その他 22,548 15,946

営業外費用合計 114,527 97,725

経常利益又は経常損失（△） △474,465 325,662

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 9,524

特別利益合計 － 9,524

特別損失   

固定資産除却損 5,296 1,456

投資有価証券売却損 100,817 －

賃貸借契約解約損 7,753 －

特別損失合計 113,866 1,456

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（△）

△588,331 333,731

法人税、住民税及び事業税 2,307 5,071

過年度法人税等戻入額 － △5,395

法人税等調整額 211,421 △84,511

法人税等合計 213,728 △84,835

四半期純利益又は四半期純損失（△） △802,060 418,566
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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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