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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 717 17.5 62 ― 67 ― 2 ―
22年2月期第1四半期 610 ― △56 ― △56 ― △49 ―

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

23年2月期第1四半期 35.32 ―
22年2月期第1四半期 △714.17 ―

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

23年2月期第1四半期 2,801 926 33.1 13,336.38
22年2月期 2,747 923 33.6 13,299.40

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  926百万円 22年2月期  923百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

1,112 7.3 △55 ― △57 ― △77 ― △1,108.61

通期 2,712 3.1 15 ― 12 ― △123 ― △1,770.90
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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） 

(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 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想に様々な不確定要素が内在しており、実際の業
績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 

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） 23年2月期第1四半期 69,456株 22年2月期  69,456株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 69,456株 22年2月期第1四半期 69,456株
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     当第1四半期連結会計期間における我が国は、企業収益に一部改善がみられるなど景気は 悪の状況を脱し、

持ち直しの動きが見られるものの自律性には乏しく、また厳しい雇用情勢やデフレなどの懸念要因もあり、先行

きの不透明感を払拭できないまま推移してまいりました。 

  ゴルフ業界を取り巻く環境は、景気悪化の影響を受けているものの、若手プロの人気と活躍により、ゴルフ人

口は増加傾向にあります。    

 このような状況の中、当社グループはゴルフシャフトの新製品開発及び新規事業である自転車フレーム等製造

販売の事業軌道化に傾注してまいりました。 

 この結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比17.5%増）、営業利益

千円(前年同期は営業損失56,631千円)、経常利益 千円(前年同期は経常損失56,164千円)、四半期純利益

千円(前年同期は四半期純損失49,603千円)となりました。 

   

   当社グループは、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフトの製造販売を柱とし、その他ゴ 

  ルフクラブ組立加工事業及びスポーツサイクル製造販売を行っておりますが、経営の多角化を示すような事業の

  種類がないため、以下のとおり、売上集計区分である事業部門別の売上高及び所在地別セグメントの業績を記載

  しております。  

   
    

   事業部門別の売上高は次のとおりであります。 

     ゴルフシャフト製造販売事業の売上高は、 千円（前年同期比 %増）となりました。 

     ゴルフクラブ組立加工事業の売上高は、 千円（前年同期比 %増）となりました。 

  自転車フレーム等製造販売事業の売上高は、 千円（前年同期比 %増）となりました。 

  

  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  

   当第1四半期における業績は、売上高 千円（前年同期比 %増） 営業利益 千円（前年同期は

営業損失12,593千円）となりました。 

    新製品の販売が好調に推移した結果、売上高が前年を上回る結果となり、営業損失から営業利益へと黒字 

   化となりました。 

   ②米国   

           米国内においては、景気の低迷が継続しており、前年度以上に厳しい状況が続いております。 

           この結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減)となり、経費削減を進めておりますが、営業損失

千円（前年同期は営業損失44,702千円)となりました。  

  

(資産)  

    当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。 

    主に、流動資産において、現金及び預金が 千円増加し、売上債権が 千円減少したことによる

ものであります。 

   (負債) 

    当第1四半期末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。  

    主な要因は、未払法人税等の増加によるものであります。 

   (純資産) 

    純資産については、前連結会計年度末と比べ 千円増加し、 千円となりました。 

    これは、四半期純利益 千円を計上したことによるものであります。  

  

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

717,754 62,103

67,314

2,452

698,105 15.9

12,125 70.3

7,524 446.4

626,014 49.4 100,475

107,822 44.0

39,758

２．連結財政状態に関する定性的情報

53,837 2,801,126

308,506 207,893

51,268 1,874,834

2,568 926,291

2,452
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  キャッシュ・フローの状況  

     当第1四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。)の残高は、前連結会計年 

   度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。 

   当第１四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） 

     営業活動による資金は、 千円（前年同期は44,733千円の支出）の収入となりました。 

     主な要因は、売上債権の減少による増加 千円と、税金等調整前四半期純利益が 千円となった

     こと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） 

      投資活動における資金は、 千円（前年同期は22,856千円の支出）の支出となりました。 

      主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が 千円となり、保険積立金の積立によ 

        る支出が 千円となっ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） 

       財務活動における資金は、 千円（前年同期は80,974千円の収入）の収入となりました。 

       主な要因は、借入金の 千円純増加によるものであります。 

  

  

当第１四半期は、業績の状況において記載のとおりとなりましたが、平成22年4月15日付で公表いたしました

連結業績予想については、景気の先行きに不透明感もありますので、予想数値に変更はありません。 

  なお、連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績

      等は業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。今後、連結業績予想数値の修正の必要が生じた場 

      合には、適時適切に開示を行ってまいります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

308,506 828,994

273,413

208,137 67,314

9,967

2,257

7,049

43,975

44,377

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22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 828,994 520,487

受取手形及び売掛金 559,509 767,402

商品及び製品 233,793 260,413

仕掛品 82,499 83,753

原材料及び貯蔵品 63,226 56,896

その他 44,978 63,934

貸倒引当金 △507 △689

流動資産合計 1,812,495 1,752,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 375,766 385,249

機械装置及び運搬具（純額） 24,063 26,191

土地 198,001 198,001

その他（純額） 18,664 17,332

有形固定資産合計 616,496 626,775

無形固定資産 53,126 56,386

投資その他の資産 319,008 311,928

固定資産合計 988,630 995,090

資産合計 2,801,126 2,747,289

負債の部   

流動負債   

買掛金 269,782 346,864

短期借入金 798,427 721,750

未払金 90,228 41,411

未払法人税等 83,439 22,481

賞与引当金 3,635 26,063

その他 33,923 29,741

流動負債合計 1,279,437 1,188,311

固定負債   

長期借入金 165,780 196,200

長期未払金 9,475 8,689

役員退職慰労引当金 207,062 203,846

退職給付引当金 41,033 38,282

繰延税金負債 172,045 188,236

固定負債合計 595,397 635,254

負債合計 1,874,834 1,823,566
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 589,612 589,612

資本剰余金 582,653 582,653

利益剰余金 △135,453 △137,906

株主資本合計 1,036,812 1,034,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,262 △18,625

為替換算調整勘定 △91,258 △92,011

評価・換算差額等合計 △110,520 △110,636

純資産合計 926,291 923,723

負債純資産合計 2,801,126 2,747,289
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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21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

売上高 610,639 717,754

売上原価 340,717 362,998

売上総利益 269,922 354,756

販売費及び一般管理費 326,554 292,652

営業利益又は営業損失（△） △56,631 62,103

営業外収益   

受取利息 122 2,624

為替差益 － 2,241

受取手数料 5,909 3,160

雑収入 204 1,368

営業外収益合計 6,236 9,394

営業外費用   

支払利息 4,574 4,183

為替差損 1,170 －

雑支出 23 0

営業外費用合計 5,769 4,184

経常利益又は経常損失（△） △56,164 67,314

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（△）

△56,164 67,314

法人税、住民税及び事業税 849 81,051

法人税等調整額 △7,411 △16,190

法人税等合計 △6,561 64,861

四半期純利益又は四半期純損失（△） △49,603 2,452
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△56,164 67,314

減価償却費 20,446 18,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,544 2,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,228 3,215

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,457 △22,428

支払利息 4,574 4,183

売上債権の増減額（△は増加） 326,015 208,137

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,565 21,962

仕入債務の増減額（△は減少） △181,184 △77,018

その他 25,091 68,941

小計 167,658 295,271

利息及び配当金の受取額 122 2,624

利息の支払額 △4,656 △4,387

訴訟和解金の支払額 △23,540 －

法人税等の支払額 △184,318 △20,093

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,733 273,413

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 △2,273 △1,905

無形固定資産の取得による支出 △13,120 △352

保険積立金の積立による支出 △7,502 △7,049

その他 39 △659

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,856 △9,967

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） 125,665 90,997

長期借入金の返済による支出 △40,033 △46,620

その他 △4,657 △401

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,974 43,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,132 1,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,517 308,506

現金及び現金同等物の期首残高 688,563 520,487

現金及び現金同等物の四半期末残高 707,081 828,994
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 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３月１日 至 平成21年５月31日）  

  当社グループは、炭素繊維製カーボン製品の専門メーカーとして、同一の製品系列に属するスポーツ用品で

あるゴルフシャフト・スポーツサイクル部品の製造販売及びゴルフクラブ組立加工を行っており、その種類、

性質、製造方法の類似性及び販売市場等の類似性から判断して、当該事業以外に主要な事業の種類がないため

該当事項はありません。  

 当第1四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

  当社グループは、炭素繊維製カーボン製品の専門メーカーとして、同一の製品系列に属するスポーツ用品で

あるゴルフシャフト・スポーツサイクル部品の製造販売及びゴルフクラブ組立加工を行っており、その種類、

性質、製造方法の類似性及び販売市場等の類似性から判断して、当該事業以外に主要な事業の種類がないため

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３月１日 至 平成21年５月31日）  

 （注）１．国又は地域は、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。 

米国……米国カリフォルニア州  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日）  

 （注）１．国又は地域は、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。 

米国……米国カリフォルニア州  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国 

（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  417,778  192,861  610,639  －  610,639

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 1,160  －  1,160  (1,160)  －

計  418,938  192,861  611,800  (1,160)  610,639

営業損失(△)  △12,593  △44,702  △57,295  663  △56,631

  
日本 

（千円） 
米国 

（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  609,932  107,822  717,754  －  717,754

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 16,082  －  16,082  (16,082)  －

計  626,014  107,822  733,836  (16,082)  717,754

営業利益又は営業損失(△)  100,475  △39,758  60,717  1,386  62,103
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日）  

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

    ２．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。 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日）  

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

   ２．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。 

   

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  192,861  192,861

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  610,639

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 31.6  31.6

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  107,822  107,822

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  717,754

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 15.0  15.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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