
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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３月期第１四半期  9,080  1.7  △62  －  △142  －  △136  －

22年３月期第１四半期  8,925  △3.0  216  △59.5  242  △62.1  121  △71.2

  
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３月期第１四半期  △6  36  －      

22年３月期第１四半期  5  64  －      

  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３月期第１四半期  38,929  27,106  69.6  1,258  15

22年３月期  38,818  27,383  70.5  1,271  54

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 27,096百万円 22年３月期 27,376百万円

  
年間配当金

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３月期  －        7 50 －      7 50  15  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  7 50 －      7 50  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  19,250  1.8  570  △22.2  630  △10.8  340  △34.7  15  79

通期  38,800  5.2  1,800  9.5  1,920  11.8  1,040  6.4  48  29

t-shiobara
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４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    －  社 （社名）                        、除外    －  社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 23,405,200株 22年３月期 23,405,200株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,868,427株 22年３月期 1,875,027株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 21,533,423株 22年３月期１Ｑ 21,497,973株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における世界経済は、世界金融危機発生以来の景気後退から、中国等新興国の消費拡

大に牽引され回復に転じておりますが、ＥＵ諸国における財政問題が米国や他の地域にも影を落とし先行きの不透

明感が払拭されるまでに至っておらず、消費の本格的な回復には今暫くの期間を要する状況にあります。 

スポーツ用品業界においては、サッカー・ワールドカップ等による盛り上がりはありましたが、不透明な経済環

境が消費意欲に歯止めを掛けており、スポーツ熱は上がってきているものの、用品販売は停滞した状況が続いてお

ります。 

また、スポーツ施設の利用は増加傾向にあるものの、消費単価は下げ止まった状況が続いており、厳しい経営環

境にあります。 

このような経営環境の中、当社グループは先進技術による高機能製商品の開発、斬新なデザインによる新製品の

投入により需要を喚起するとともに、国内外のトップ選手の当社製商品の使用による活躍に連動した広告宣伝活動

や試打会等直接ユーザーに向けた販売促進活動を展開し、ヨネックスブランドの浸透と売上の増大を図ってまいり

ました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は90億80百万円（前年同四半期比1.7％増）、例年８

月に開催していた「ヨネックスレディスゴルフトーナメント」を５月開催とした事等による販売費及び一般管理費

の増大により、営業損失は62百万円（前年同四半期は２億16百万円の営業利益）、当第１四半期連結会計期間に円

高がさらに進んだ事による為替差損の増大等により、経常損失は１億42百万円（前年同四半期は２億42百万円の経

常利益）、四半期純損失は１億36百万円（前年同四半期は１億21百万円の四半期純利益）となりました。 

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］ 

イ．［日本］ 

日本経済は、輸出や生産が回復に転じ、内需も景気刺激対策の効果から個人消費は全体的に持ち直してきま

したが、失業率の高止まりや名目賃金の下落により、購買意欲は依然として低いままで自律的な回復力は弱い

状況です。 

バドミントンを事業収益の柱に据え、世界各地の主要大会の協賛、きめ細かい選手の支援、商品ラインアッ

プの充実により指名買いの増大を図りましたが、選手層、愛好者層からのご指名は堅調なものの、初中級層の

買い控えが影響し、売上は伸び悩みました。 

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でラケットの売上は低調でした

が、テニスシューズが健闘したため、売上は前年同四半期に比べ微減となりました。 

ゴルフでは、石川遼プロの活躍と高い話題性を広告宣伝のテーマとし、ゴルフ用品全般の売上増大に努めま

した。従来の高価格帯製品に加え、中価格帯の新製品を展開しラインアップの充実も図りましたが、クラブの

売上は伸び悩み、シューズ、ウェアの貢献で前年同四半期の売上を上回りました。 

その他の商品群では、ウォーキングシューズが安定した売上を維持し、全体の業績を下支えしております。

一方、ゴルフ大会の開催時期変更に伴い、当四半期の経費負担が高まりました。 

この結果、売上高は80億９百万円、営業損失は89百万円となりました。 

ロ．［北米］ 

北米市場は、景気回復策により消費は回復基調にありますが、完全失業率は高止まりし、本格的な回復には

至っておりません。テニス、ゴルフの売上は、円高と市場価格の低下により苦戦しておりますが、バドミント

ンの売上はアメリカでの市場拡大もあり、カナダを含めて増大しております。 

この結果、売上高は２億87百万円、営業利益は３百万円となりました。 

ハ．［ヨーロッパ］ 

ヨーロッパ市場は、景気回復が遅れており、ＥＵ諸国の財政不安もあり消費は低迷しております。ゴルフの

販売は、新製品の発売により英国を中心に健闘しておりますが、テニス、バドミントンの売上は一部の高付加

価値製品を除き低迷しております。円高が進行する中、他メーカーの値下げ販売等による市場価格の低下に苦

慮しております。 

この結果、売上高は４億36百万円、営業損失は35百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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ニ．［アジア（台湾）］ 

アジア市場は、新興国を中心に消費回復が進んでおり、台湾における売上高はバドミントンを中心に増大し

ております。一方、台湾で製造する普及品バドミントンラケットは、値下げ販売が市場の主流となり、価格競

争が激化しております。このため、ヨーロッパ、中国、東南アジア等の主要販売国向けの出荷で苦戦し、受注

数量が減少いたしました。 

この結果、売上高は１億59百万円、営業利益は２百万円となりました。 

これらの結果、各地域セグメントを合計したスポーツ用品事業の売上高は88億93百万円、営業損失は１億18

百万円となりました。 

②［スポーツ施設事業］ 

スポーツ施設事業の中核を成すヨネックスカントリークラブでは、例年８月に開催していた「ヨネックスレデ

ィスゴルフトーナメント」を、シーズンイン後の５月開催とした事により、話題が高まり、入場者数が増加いた

しました。しかしながら、消費単価は依然として低迷しており、予断を許さない状況にあります。 

この結果、スポーツ施設事業の売上高は１億86百万円、営業利益は40百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、389億29百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億10

百万円の増加となりました。その主な要因は、営業上の債権が増加したものの、税金費用の支出に伴い一部資金

が流出したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債につきましては、118億22百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億86

百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形の増加と未払法人税等の減少によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産につきましては、271億６百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億

76百万円の減少となりました。その主な要因は、利益剰余金の減少によるものであります。 

（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。）は、前連結会計年度末に比

べ９億94百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末は67億95百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果、使用した資金は６億32百万円（前年同四半期は２億67百万円の収入）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純損失の計上と税金費用の支払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２億21百万円（前年同四半期比238.7％増）となりました。これは主に、有形

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１億29百万円（前年同四半期比11.4％減）となりました。これは主に、配当

金の支払と「従業員持株ＥＳＯＰ信託」の導入に係る借入金の一部を返済したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、例年８月に開催していた「ヨネックスレディスゴルフトーナメント」を５月開催とした

事等による販売費及び一般管理費の増大により営業利益以下の利益項目は損失計上となりました。 

また、当初計画に対しても若干下回って推移している状況ではありますが、概ね当初予想の範囲内で推移してお

ります。 

今後も当社グループを取り巻く環境は予断を許さない状況が続くものと思われますが、業績の挽回に向けた施策

を講じ、予想業績の達成を目指してまいりますので、現時点において第２四半期累計期間及び通期共に平成22年５

月12日に公表しました業績予想は変更しておりません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しております。 

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,946,933 7,941,903

受取手形及び売掛金 8,646,350 8,878,236

商品及び製品 2,888,356 2,554,903

仕掛品 756,638 760,206

原材料及び貯蔵品 792,514 759,602

繰延税金資産 543,103 416,683

その他 2,485,869 1,509,297

貸倒引当金 △64,080 △49,457

流動資産合計 22,995,685 22,771,376

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,034,154 3,076,407

土地 7,500,864 7,509,212

その他（純額） 1,735,034 1,728,837

有形固定資産合計 12,270,053 12,314,457

無形固定資産 249,291 244,704

投資その他の資産   

投資有価証券 91,225 99,423

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 891,570 955,525

その他 418,098 428,620

貸倒引当金 △186,735 △195,530

投資その他の資産合計 3,414,158 3,488,038

固定資産合計 15,933,503 16,047,200

資産合計 38,929,188 38,818,576
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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６月30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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,498,088 3,873,454

未払金 997,347 777,389

1年内返済予定の長期借入金 45,400 45,400

未払法人税等 19,810 608,067

未払消費税等 17,520 74,775

賞与引当金 912,855 553,252

役員賞与引当金 4,500 18,000

設備関係支払手形 87,376 156,717

その他 535,508 429,129

流動負債合計 7,118,408 6,536,186

固定負債   

長期借入金 68,100 90,800

退職給付引当金 1,885,978 2,048,050

役員退職慰労引当金 414,194 410,057

長期預り保証金 2,312,000 2,324,227

その他 23,570 26,158

固定負債合計 4,703,843 4,899,294

負債合計 11,822,251 11,435,480

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 16,908,738 17,207,091

自己株式 △1,402,625 △1,407,119

株主資本合計 27,696,152 27,990,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,804 △2,926

為替換算調整勘定 △591,787 △610,661

評価・換算差額等合計 △599,591 △613,587

新株予約権 10,375 6,672

純資産合計 27,106,936 27,383,096

負債純資産合計 38,929,188 38,818,576
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,925,719 9,080,176

売上原価 5,287,991 5,220,194

売上総利益 3,637,727 3,859,981

販売費及び一般管理費 3,421,185 3,922,944

営業利益又は営業損失（△） 216,541 △62,962

営業外収益   

受取利息 5,071 6,976

受取賃貸料 5,159 5,909

受取ロイヤリティー 50,102 28,001

その他 4,321 5,907

営業外収益合計 64,654 46,794

営業外費用   

支払利息 4,938 4,586

売上割引 5,323 5,441

為替差損 21,636 113,309

その他 6,412 3,070

営業外費用合計 38,311 126,408

経常利益又は経常損失（△） 242,884 △142,576

特別利益   

固定資産売却益 17,037 2,052

特別利益合計 17,037 2,052

特別損失   

固定資産売却損 140 843

固定資産除却損 1,900 2,204

訴訟関連損失 － 48,870

特別損失合計 2,041 51,918

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（△）

257,880 △192,443

法人税、住民税及び事業税 268,192 20,289

過年度法人税等戻入額 － △16,107

法人税等調整額 △131,524 △59,748

法人税等合計 136,667 △55,566

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △136,876

四半期純利益又は四半期純損失（△） 121,212 △136,876
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

257,880 △192,443

減価償却費 156,565 157,298

株式報酬費用 － 3,702

貸倒引当金の増減額（△は減少） 920 13,377

賞与引当金の増減額（△は減少） 308,001 359,562

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △13,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,683 △162,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,396 4,136

長期前払費用償却額 9,613 6,368

受取利息及び受取配当金 △5,693 △7,358

支払利息 4,938 4,586

為替差損益（△は益） 2,997 48,277

有形固定資産売却損益（△は益） △16,896 △1,208

有形固定資産除却損 1,900 2,204

訴訟関連損失 － 48,870

その他の営業外損益（△は益） △47,224 △30,923

売上債権の増減額（△は増加） 639,502 216,023

たな卸資産の増減額（△は増加） △349,056 △377,150

仕入債務の増減額（△は減少） 541,615 621,167

未払消費税等の増減額（△は減少） △48,751 △57,254

その他の資産の増減額（△は増加） △1,001,979 △1,066,292

その他の負債の増減額（△は減少） △74,985 255,677

小計 403,635 △166,950

利息及び配当金の受取額 1,603 791

利息の支払額 △2,968 △4,038

その他の収入 37,100 169,975

その他の支出 △12,536 △7,581

訴訟関連損失の支払額 － △48,870

法人税等の支払額 △159,145 △575,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 267,689 △632,565
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 △96,252 △209,046

有形固定資産の売却による収入 43,415 5,357

有形固定資産の除却による支出 － △780

無形固定資産の取得による支出 － △16,388

投資有価証券の取得による支出 △299 －

貸付けによる支出 △23,560 △5,920

貸付金の回収による収入 11,706 6,453

その他 △360 △1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,350 △221,336

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） － 36,613

長期借入金の返済による支出 － △22,700

自己株式の売却による収入 － 4,282

配当金の支払額 △144,569 △144,974

その他 △1,110 △2,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,680 △129,130

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,713 △11,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86,372 △994,969

現金及び現金同等物の期首残高 6,036,532 7,790,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,122,905 6,795,390
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該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  8,780,230  145,488  8,925,719  －  8,925,719

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,826  －  4,826  △4,826  －

計  8,785,056  145,488  8,930,545  △4,826  8,925,719

営業利益  202,111  14,429  216,541  －  216,541

  
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 
 8,135,203  212,494  402,595  175,425  8,925,719  －  8,925,719

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 423,125  －  156  692,201  1,115,483  △1,115,483  －

計  8,558,329  212,494  402,752  867,626  10,041,202  △1,115,483  8,925,719

営業利益（又は

営業損失△） 
 205,596  △19,064  △46,871  64,389  204,049  12,491  216,541
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〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

  北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  215,967 679,795 1,520,797  28,015 2,444,575

Ⅱ 連結売上高（千円）  － － －  － 8,925,719

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 2.4 7.6 17.1  0.3 27.4
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、スポーツ用品の製造・販売を行うスポーツ用品事業とゴルフ場の運営等を行うスポーツ施

設事業から構成されております。 

スポーツ用品事業については、バドミントン用品、テニス用品、ゴルフ用品等の製造・販売を行っており、

国内においては当社が、海外においては北米（米国・カナダ）、ヨーロッパ（英国・ドイツ）、アジア（台

湾）の現地法人がそれぞれ担当しております。 

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。 

スポーツ施設事業については、ゴルフ場、テニス・ゴルフ練習場の運営を国内の当社のみが行っておりま

す。 

したがって、当社グループは、スポーツ用品事業については、販売体制を基礎とした地域別のセグメントか

ら構成されており、「日本」、「北米」、「ヨーロッパ」、「アジア」を４つの報告セグメントとし、スポー

ツ施設事業については「スポーツ施設事業」として１つの報告セグメントとした５つを報告セグメントとして

おります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額14,692千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）２ 

 スポーツ用品事業 スポーツ 

施設事業 日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高                   

外部顧客への売上

高 
 8,009,509  287,940 436,223 159,826 8,893,499 186,676  9,080,176  － 9,080,176

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 423,754  － 2,846 600,904 1,027,505 20,000  1,047,505  △1,047,505 －

計  8,433,263  287,940 439,069 760,731 9,921,004 206,676  10,127,681  △1,047,505 9,080,176

セグメント利益又は

損失（△） 
 △89,617  3,850 △35,211 2,651 △118,327 40,672  △77,654  14,692 △62,962

（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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（７）重要な後発事象

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

（重要な子会社の設立）  

当社は、中国市場における当社ブランドの確立及びゴルフクラブをはじめとするゴルフ関連商品の販売を目的に、

下記のとおり子会社を設立いたしました。 

子会社の概要 

① 商号  尤尼克斯（上海）高尓夫貿易有限公司 

  「ヨネックス（上海）ゴルフ貿易株式会社」 

② 所在地 上海市静安区南京西路1515号北楼７屋710室 

③ 資本金 150万ＵＳドル（当社100％出資） 

④ 会社の目的 ゴルフ用具用品の輸出入・製造販売 

⑤ 設立年月日 平成22年７月19日 

⑥ 稼働時期 平成22年９月（予定） 
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