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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 2,505 43.9 284 ― 278 ― 133 ―
22年2月期第3四半期 1,740 ― △157 ― △163 ― △432 ―

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3四半期 1,916.85 ―
22年2月期第3四半期 △6,228.83 ―

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3四半期 3,629 1,060 29.2 15,264.02
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3四半期  1,060百万円 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 3,220 22.4 325 ― 314 ― 142 ― 2,044.46



(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.3「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3Q 69,456株 22年2月期  69,456株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  ―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3Q 69,456株 22年2月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出関連事業において一部で企業収益の持ち直し等によ

り、回復の兆しが見られたものの、所得環境及び雇用情勢の改善しないまま、急速な円高の進展等もあり、引き

続き厳しい状況で推移いたしました。 

 ゴルフ業界におきましても、若手プロゴルファーの活躍により、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た結果、ゴルフシャフト製造販売事業において新製品等の販売が昨年度と比較し増加

したことにより、当第３四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157,497千円)、経常利益 千円(前年同四半期は、経常損失

千円)、四半期純利益 千円(前年同四半期は、四半期純損失 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３四半期連結累計期間における業績は、新製品等の販売が好調に推移し、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 千円）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、第２四半期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３四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 千円増加し、 千円 

     となりました。 

      主な要因は、流動資産において、売上債権が 千円増加し、また、現金及び預金が 千円増  

         加したことによるものであります。 

    (負  債) 

        当第３四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 千円増加し、 千

円となりました。  

        主な要因は、生産量の増加に伴い仕入債務が 千円増加し、また、借入金が 千円増加した

ことによるものであります。 

   (純資産) 

      当第３四半期連結累計期間末の純資産については、前連結会計年度末と比べ 千円増加し、 

       千円となりました。 

      主な要因は、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。  

         

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

2,505,211 43.9

284,345 278,346

163,726 133,136 432,629

2,457,716 43.7

34,192 51.3

13,301 57.0

2,133,419

62.4 374,906 9,054

402,714 6.6 89,186 150,316

881,937 3,629,277

203,380 554,218

745,483 2,569,049

173,676 359,919

136,454

1,060,177

133,136
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  キャッシュ・フローの状況  

     当第３四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３四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 千円の支出）となりました。 

     主な要因は、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 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） 

       財務活動の結果獲得した資金は、 千円（前年同四半期は 千円の獲得）となりました。 

       主な要因は、借入金 千円の増加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23年1月7日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表いたしましたとおり、業

績回復と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、3,220百万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。 

   なお、業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要

因によって記載の業績数値と異なる可能性があります。  

  

（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。  

  

554,218 1,074,706

241,634 43,945

278,346

61,350 70,643

35,852

23,829

375,817 321,724

376,479

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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,074,706 520,487

受取手形及び売掛金 970,783 767,402

商品及び製品 270,595 260,413

仕掛品 143,205 83,753

原材料及び貯蔵品 81,484 56,896

その他 90,356 63,934

貸倒引当金 △888 △689

流動資産合計 2,630,242 1,752,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 356,119 385,249

その他（純額） 256,163 241,526

有形固定資産合計 612,283 626,775

無形固定資産 52,486 56,386

投資その他の資産 334,215 311,928

固定資産合計 998,984 995,090

資産合計 3,629,227 2,747,289

負債の部   

流動負債   

買掛金 520,540 346,864

短期借入金 884,449 721,750

未払法人税等 141,065 22,481

賞与引当金 3,785 26,063

その他 128,041 71,152

流動負債合計 1,677,882 1,188,311

固定負債   

長期借入金 393,420 196,200

役員退職慰労引当金 213,543 203,846

退職給付引当金 42,591 38,282

その他 241,612 196,925

固定負債合計 891,167 635,254

負債合計 2,569,049 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 △4,769 △137,906

株主資本合計 1,167,496 1,034,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,549 △18,625

為替換算調整勘定 △86,769 △92,011

評価・換算差額等合計 △107,318 △110,636

純資産合計 1,060,177 923,723

負債純資産合計 3,629,227 2,747,289
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 1,740,479 2,505,211

売上原価 1,005,688 1,383,749

売上総利益 734,791 1,121,461

販売費及び一般管理費 892,289 837,116

営業利益又は営業損失（△） △157,497 284,345

営業外収益   

受取利息 350 2,743

受取配当金 375 380

受取手数料 8,344 6,644

雑収入 2,945 1,688

営業外収益合計 12,015 11,456

営業外費用   

支払利息 12,637 12,535

為替差損 4,901 3,296

雑支出 704 1,623

営業外費用合計 18,244 17,455

経常利益又は経常損失（△） △163,726 278,346

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（△）

△163,726 278,346

法人税、住民税及び事業税 2,553 147,613

過年度法人税等 53,834 －

法人税等調整額 212,514 △2,403

法人税等合計 268,903 145,209

四半期純利益又は四半期純損失（△） △432,629 133,136
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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（△）

△163,726 278,346

減価償却費 64,151 58,548

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,405 4,308

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,684 9,696

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,592 △22,278

為替差損益（△は益） 1,199 1,121

支払利息 12,637 12,535

売上債権の増減額（△は増加） 377,820 △210,599

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,906 △102,745

仕入債務の増減額（△は減少） △20,044 181,450

その他 △5,976 70,306

小計 212,653 280,692

利息及び配当金の受取額 725 3,123

利息の支払額 △13,362 △13,152

訴訟和解金の支払額 △23,632 －

法人税等の支払額 △220,330 △29,028

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,945 241,634

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 △30,772 △28,821

無形固定資産の取得による支出 △13,878 △7,031

保険積立金の積立による支出 △24,903 △23,829

その他 △1,089 △1,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,643 △61,350

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） 238,671 114,999

長期借入れによる収入 200,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △109,783 △138,520

その他 △7,163 △661

財務活動によるキャッシュ・フロー 321,724 375,817

現金及び現金同等物に係る換算差額 163 △1,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 207,298 554,218

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 895,862 1,074,706
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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・自転車フレーム等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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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  1,308,905  431,574  1,740,479  －  1,740,479

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 4,749 －  4,749  (4,749)  －

  計  1,313,655  431,574  1,745,229  (4,749)  1,740,479

 営業利益又は営業損失(△) △9,054  △150,316  △159,371  1,873  △157,497

  
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  2,102,497  402,714  2,505,211  －  2,505,211

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 30,922  －  30,922 ( ) 30,922  －

計  2,133,419  402,714  2,536,133 ( ) 30,922  2,505,211

営業利益又は営業損失(△)  374,906  △89,186  285,719  (1,374)   284,345
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［海外売上高］  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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）  431,574  431,574

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  1,740,479

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  24.8  24.8

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  402,714  402,714

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  2,505,211

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.1  16.1

（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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