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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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2四半期 1,351 30.4 63 ― 52 ― 5 ―
22年2月期第2四半期 1,036 ― △175 ― △181 ― △349 ―

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2四半期 82.52 ―
22年2月期第2四半期 △5,034.91 ―

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2四半期 2,688 940 35.0 13,537.73
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2四半期  940百万円 22年2月期  923百万円

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  
 

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

（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 2,850 8.4 180 ― 172 ― 64 ― 930.64



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは、終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.**「その他」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 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2Q 69,456株 22年2月期  69,456株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 69,456株 22年2月期2Q 69,456株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の景気対策を始めとする政策の効果

等を背景に、一部に景気持直しの兆しがみられたものの自律的回復へとはならず、依然として厳しい雇用情勢が

続いております。また、欧州の財政問題から株安や急速な円高へと進展し、景気回復については不透明な状況と

なっております。 

 ゴルフ業界におきましても、国内女子プロツアーの人気継続、若手男子プロの活躍により、若年層や女性を中

心にゴルフ人口は増加傾向となっているものの、国内景気の悪化を受けて消費者心理が一段と冷え込んだこと

で、高価格なゴルフクラブへの買い控えにより、ゴルフクラブメーカーの販売数量は、依然として厳しい状況で

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２四半期連結累計期間の業績は、売上高 千円（前年同四半期比 %増）、営業利益

千円(前年同四半期は、営業損失175,289千円)、経常利益 千円(前年同四半期は、経常損失181,690

千円)、四半期純利益 千円(前年同四半期は、四半期純損失349,704千円)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自転車フレーム等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（前年同四半期比 %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（前年同四半期比 %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（前年同四半期比 %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２四半期連結累計期間における業績は、売上高 千円（前年同四半期比 %増） 営業利益

千円（前年同四半期は営業損失70,493千円）となりました。 

    新製品の販売が好調に推移した結果、第１四半期同様に売上高が前年を上回る結果となり、営業損失から営

   業利益へと黒字転化となりました。 

  

   ②米国   

           米国内においては、依然として景気回復の兆しが表れず、前年度同様に厳しい状況が続いております。 

      このような状況の中、PGAツアーにおいての知名度向上に努め、また、販売強化をしてまいりましたが、売上

高は 千円（前年同四半期比 ％減)となり、営業損失 千円（前年同四半期は営業損失 千

円)となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産)  

    当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円とな

りました。 

    主な要因は、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２四半期連結累計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円と

なりました。  

    主な要因は、受注増加に伴う仕入債務が 千円増加したものの、借入金返済 千円によるもので

    あります。 

   (純資産) 

    当第２四半期連結累計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ 千円増加し、 千円となり

ました。 

     主な要因は、四半期純利益 千円及び為替調整勘定 千円を計上したことによるものであります。

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

1,351,576 30.4

63,082 52,039

5,731

1,321,082 29.5

21,602 47.0

8,892 363.8

1,146,880 58.1

135,060

229,855 26.9 73,751 105,969

58,909 2,688,380

189,795 330,840

75,462 1,748,104

36,007 165,282

16,552 940,276

5,731 10,413
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  キャッシュ・フローの状況  

     当第２四半期連結累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２四半期連結累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） 

     営業活動の結果獲得した資金は、 千円（前年同四半期は91,088千円の獲得）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） 

      投資活動の結果使用した資金は、 千円（前年同四半期は51,833千円の使用）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） 

       財務活動の結果使用した資金は、 千円（前年同四半期は238,415千円の使用）となりました。 

       主な要因は、借入金返済 千円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 

通期におきましては、平成22年10月14日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとお

り、上期の業績回復に伴い、昨年と比べ受注の増加が見込まれ、連結売上高の予想といたしましては、2,850百

万円を見込んでおります。 

  しかし、依然として予断を許さない状況が続いており、当社グループとして事業基盤の強化を推進してまい

ります。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

189,795 710,283

378,132

328,446 52,039

25,515

8,758

16,182

158,716

158,042

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２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 710,283 520,487

受取手形及び売掛金 436,562 767,402

商品及び製品 274,011 260,413

仕掛品 144,598 83,753

原材料及び貯蔵品 69,692 56,896

その他 69,538 63,934

貸倒引当金 △380 △689

流動資産合計 1,704,306 1,752,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 366,283 385,249

その他（純額） 239,027 241,526

有形固定資産合計 605,311 626,775

無形固定資産 50,270 56,386

投資その他の資産 328,492 311,928

固定資産合計 984,074 995,090

資産合計 2,688,380 2,747,289

負債の部   

流動負債   

買掛金 382,871 346,864

短期借入金 613,758 721,750

未払法人税等 29,699 22,481

賞与引当金 25,926 26,063

その他 64,792 71,152

流動負債合計 1,117,048 1,188,311

固定負債   

長期借入金 138,910 196,200

役員退職慰労引当金 210,303 203,846

退職給付引当金 42,171 38,282

その他 239,671 196,925

固定負債合計 631,055 635,254

負債合計 1,748,104 1,823,566

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 △132,175 △137,906

株主資本合計 1,040,090 1,034,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,216 △18,625

為替換算調整勘定 △81,598 △92,011

評価・換算差額等合計 △99,814 △110,636

純資産合計 940,276 923,723

負債純資産合計 2,688,380 2,747,289
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 1,036,685 1,351,576

売上原価 595,249 730,658

売上総利益 441,436 620,918

販売費及び一般管理費 616,725 557,836

営業利益又は営業損失（△） △175,289 63,082

営業外収益   

受取利息 309 2,771

受取配当金 375 380

受取手数料 7,173 5,063

雑収入 1,737 1,575

営業外収益合計 9,595 9,789

営業外費用   

支払利息 8,562 7,906

為替差損 6,747 12,050

雑支出 687 875

営業外費用合計 15,997 20,832

経常利益又は経常損失（△） △181,690 52,039

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（△）

△181,690 52,039

法人税、住民税及び事業税 1,703 26,970

法人税等調整額 166,310 19,338

法人税等合計 168,013 46,308

四半期純利益又は四半期純損失（△） △349,704 5,731
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８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（△）

△181,690 52,039

減価償却費 41,767 37,602

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,257 3,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,456 6,456

賞与引当金の増減額（△は減少） 398 △136

為替差損益（△は益） 5,373 11,089

支払利息 8,562 7,906

売上債権の増減額（△は増加） 643,065 328,446

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,690 △90,455

仕入債務の増減額（△は減少） △162,829 38,830

その他 △44,135 6,949

小計 306,534 402,617

利息及び配当金の受取額 684 3,151

利息の支払額 △8,316 △7,884

訴訟和解金の支払額 △23,817 －

法人税等の支払額 △183,996 △19,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,088 378,132

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 △20,116 △7,705

無形固定資産の取得による支出 △13,708 △1,052

保険積立金の積立による支出 △16,868 △16,182

その他 △1,139 △574

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,833 △25,515

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） △155,336 △68,002

長期借入金の返済による支出 △76,633 △90,040

その他 △6,446 △674

財務活動によるキャッシュ・フロー △238,415 △158,716

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,206 △4,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △193,953 189,795

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 494,610 710,283

株式会社グラファイトデザイン（7847）　平成23年2月期第2四半期決算短信

6



該当事項はありません。  

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

前２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。 

  

［所在地別セグメント情報］  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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

  
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  722,002  314,683  1,036,685  －  1,036,685

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 3,373  －  3,373 ( ) 3,373  －

計  725,376  314,683  1,040,059 ( ) 3,373  1,036,685

営業損失(△)  △70,493  △105,969  △176,462  1,173  △175,289

  
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  1,121,721  229,855  1,351,576  －  1,351,576

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 25,159  －  25,159 ( ) 25,159  －

計  1,146,880  229,855  1,376,736 ( ) 25,159  1,351,576

営業利益又は営業損失(△)  135,060  △73,751  61,309  1,773  63,082
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［海外売上高］  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。  

  

  

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  314,683  314,683

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  1,036,685

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  30.4  30.4

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  229,855  229,855

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  1,351,576

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.0  17.0

（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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