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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1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12月期第1四半期 15,753 10.8 1,674 ― 1,670 ― 1,035 ―

21年12月期第1四半期 14,221 ― △300 ― △197 ― △337 ―

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12月期第1四半期 3,608.98 ―

21年12月期第1四半期 △1,167.32 ―

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12月期第1四半期 55,644 34,308 58.9 114,285.33
21年12月期 57,501 33,685 56.0 112,102.02

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  32,799百万円 21年12月期  32,173百万円

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12月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

3.  平成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）

（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

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) 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  

(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 

 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。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 290,000株 21年12月期  290,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  3,000株 21年12月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 287,000株 21年12月期第1四半期 289,140株



 当第１四半期（平成22年１月１日～３月31日）におけるわが国経済は、一部に景気の持ち直しが見られたものの、

デフレ傾向や高水準の失業率は改善せず、個人消費も伸び悩むなど、総じて厳しい状況で推移いたしました。 

 一方、当社グループを取り巻く環境は国内外ともに、ゴルフ場入場者数が悪天候の影響で前年同期を下回ったこと

に加え、ゴルフ用品市場でもゴルフクラブを中心に消費低迷が継続するなど、厳しい状況で推移しました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは、国内市場において主力の新商品ゴルフクラブ「新・ゼクシオ(＝６

代目ゼクシオ)」が店頭販売シェアでトップ(※1)を続けたことに加え、クリーブランドゴルフのウエッジ新商品

「CG15 シリーズ」も積極的な販売活動によって好調に推移しました。また、２月にゴルフボール使用契約を石川遼

プロと締結した話題性もあり、ゴルフボール「スリクソン Z-STAR シリーズ」が好調に推移しました。 

 海外市場においては、国内同様「CG15 シリーズ」が好調に推移し、米国でのウエッジシェアNo.１(※2)となったほ

か、ゴルフボールにおいてもクリーブランド社による積極的な販売活動の効果もあり、米国での３月のスリクソンの

シェアが過去 高(※2)を記録するなど、市場での存在感が高まりました。  

 以上の結果、当第１四半期の売上高は 百万円（前年同期比110.8％）、営業利益は 百万円（前年同期は

300百万円の営業損失）、経常利益は 百万円（前年同期は197百万円の経常損失）、四半期純利益は 百万円

（前年同期は337百万円の四半期純損失）となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況につきましては、スポーツ用品事業では、売上高は15,276百万円（前年同期比

111.1％）、営業利益は1,861百万円（前年同期は116百万円の営業損失）となりました。一方、その他事業では、売

上高は476百万円（前年同期比101.4％）、営業損失は190百万円（前年同期は192百万円の営業損失）となりました。

※1：矢野経済研究所調べ   ※2：ゴルフデータテック社調べ 

  

 当第１四半期末における総資産は55,644百万円となりました。流動資産において商品及び製品が385百万円、固定

資産において投資その他の資産が335百万円増加しましたが、現金及び預金が2,669百万円減少したこと等により、総

資産は前期末と比較して1,856百万円の減少となりました。 

 負債は21,336百万円となりました。流動負債において支払手形及び買掛金が586百万円、法人税等の支払いに伴い

未払法人税等が408百万円減少したほか、固定負債において長期借入金が1,600百万円減少したこと等により、負債は

前期末と比較して2,480百万円の減少となりました。 

 純資産は34,308百万円となりました。四半期純利益の計上等により利益剰余金が増加した結果、純資産は前期末と

比較して623百万円の増加となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は58.9％となり、前期末から2.9ポイント増加しました。 

  

通期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益予想値に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

① 簡便的な会計処理  

1）一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当社及び連結子会社は、一般債権の貸倒見積高の算定に関し、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率か

ら著しい変化がないと認められた場合においては、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して一般債権の貸

倒見積高を算定しております。 

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

15,753 1,674

1,670 1,035

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



2）たな卸資産の評価方法  

 当社及び連結子会社は、たな卸高の算出に関しては、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出する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

3）税金費用の計算 

 当社及び連結子会社は、法人税等の計算に関しては、年度決算と同様の方法によっておりますが、納付税

額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,391 6,061

受取手形及び売掛金 13,519 14,298

有価証券 200 200

商品及び製品 5,797 5,411

仕掛品 397 309

原材料及び貯蔵品 2,635 2,378

その他 2,824 2,319

貸倒引当金 △588 △627

流動資産合計 28,176 30,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,627 2,645

機械装置及び運搬具（純額） 1,651 1,698

土地 3,170 3,164

その他（純額） 1,339 922

有形固定資産合計 8,788 8,431

無形固定資産   

のれん 7,299 7,524

その他 4,497 4,647

無形固定資産合計 11,796 12,171

投資その他の資産   

長期貸付金 2,968 2,995

その他 4,281 3,971

貸倒引当金 △366 △418

投資その他の資産合計 6,883 6,547

固定資産合計 27,468 27,150

資産合計 55,644 57,501



（単位：百万円）

当第１四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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,483 5,069

短期借入金 7,220 7,450

未払法人税等 836 1,244

賞与引当金 581 243

売上値引引当金 242 292

その他 3,995 4,279

流動負債合計 17,359 18,580

固定負債   

長期借入金 － 1,600

退職給付引当金 1,838 1,846

引当金 167 184

その他 1,971 1,606

固定負債合計 3,976 5,236

負債合計 21,336 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 14,539 14,077

自己株式 △216 △216

株主資本合計 32,738 32,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 △6

繰延ヘッジ損益 56 141

為替換算調整勘定 △2 △237

評価・換算差額等合計 61 △103

少数株主持分 1,508 1,512

純資産合計 34,308 33,685

負債純資産合計 55,644 57,501



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 14,221 15,753

売上原価 7,221 6,902

売上総利益 7,000 8,851

販売費及び一般管理費 7,300 7,177

営業利益又は営業損失（△） △300 1,674

営業外収益   

受取利息 25 10

受取配当金 0 0

為替差益 55 －

貸倒引当金戻入額 68 40

その他 50 36

営業外収益合計 201 88

営業外費用   

支払利息 45 20

為替差損 － 13

持分法による投資損失 10 14

その他 42 42

営業外費用合計 99 91

経常利益又は経常損失（△） △197 1,670

特別損失   

固定資産除売却損 25 1

特別損失合計 25 1

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（△）

△223 1,669

法人税、住民税及び事業税 431 956

法人税等調整額 △292 △316

法人税等合計 138 640

少数株主損失（△） △24 △7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △337 1,035



 該当事項はありません。 

  

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

  

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

 （注）１ 事業の区分は、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 

   

  

（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
（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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  13,750  470  14,221  －  14,221

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 22  165  187  (187)  －

計  13,773  635  14,409  (187)  14,221

営業損失（△）  △116  △192  △308  8  △300

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  15,276  476  15,753  －  15,753

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 18  149  168  (168)  －

計  15,295  626  15,921  (168)  15,753

営業利益又は営業損失（△）  1,861  △190  1,671  3  1,674



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

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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 

   

〔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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 9,955  2,691  1,574  14,221  －  14,221

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,167  1,157  321  2,646  (2,646)  －

計  11,123  3,848  1,895  16,867  (2,646)  14,221

営業利益又は 

営業損失（△） 
 330  △196  △165  △31  (269)  △300

  
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 11,628  2,520  1,604  15,753  －  15,753

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,431  369  401  2,202  (2,202)  －

計  13,060  2,889  2,006  17,955  (2,202)  15,753

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,414  △10  72  1,476  197  1,674



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

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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。 

  

     

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,682  1,148  1,414  5,244

Ⅱ 連結売上高（百万円）        14,221

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 18.9  8.1  9.9  36.9

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,568  1,202  1,817  5,587

Ⅱ 連結売上高（百万円）        15,753

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 16.3  7.6  11.5  35.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



該当事項はありません。  

  

６．その他の情報
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