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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 63,584 △3.1 5,026 36.4 4,697 27.3 2,843 144.9
21年12月期 65,622 △12.1 3,686 △47.9 3,689 △40.9 1,161 △45.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 9,907.82 ― 8.7 8.5 7.9
21年12月期 4,036.50 ― 3.6 6.2 5.6

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  △4百万円 21年12月期  △10百万円

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 53,152 35,017 63.0 116,717.00
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  33,497百万円 21年12月期  32,173百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 6,503 △1,795 △7,184 2,981
21年12月期 4,076 △76 △3,748 5,505

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00 1,154 99.1 3.6
22年12月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00 1,148 40.4 3.5

23年12月期 
（予想）

― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00 52.2

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23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）

 

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

32,000 △4.0 1,800 △49.7 1,900 △45.6 1,000 △54.2 3,484.32

通期 65,000 2.2 4,300 △14.5 4,400 △6.3 2,200 △22.6 7,665.51



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、15ページ「1株当たり情報」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） 22年12月期 290,000株 21年12月期 290,000株

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

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 41,578 8.2 3,282 △25.5 3,879 △20.9 2,544 △6.9

21年12月期 38,436 △11.8 4,406 △28.5 4,906 △24.8 2,732 △20.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年12月期 8,864.20 ―

21年12月期 9,499.48 ―

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 53,344 33,157 62.2 115,530.68
21年12月期 56,058 31,978 57.0 111,423.20

（参考） 自己資本 22年12月期  33,157百万円 21年12月期  31,978百万円

※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２ページをご参照ください。 



(1）経営成績に関する分析 

 ①業績全般の概況 

 当連結会計年度(平成22年1月１日～12月31日)におけるわが国経済は、緩やかなデフレ状況下で高水準の失業率が

依然として継続するなか、政府のエコカー減税やエコポイント制度などの諸施策が個人消費を刺激したことで一時的

には景気回復が見られたものの、総じて厳しい状況で推移しました。 

当社グループの関連市場においては、国内ではゴルフ場入場者数が記録的な猛暑や悪天候の影響で前年を下回っ

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。ま

た海外においても、 大マーケットの米国では、ゴルフ場入場者数が天候不順や消費マインドの冷え込みにより前年

を下回ったほか、ゴルフ用品市場でも、販売が低迷するなかで激しい価格競争が続きました。 

このような状況のなか、当社グループは、「XXIO(ゼクシオ)」「SRIXON(スリクソン)」「Cleveland Golf(クリー

ブランドゴルフ)」の主力３ブランドを地域や商品に応じて使い分けた展開を行うとともに、日本をはじめ世界各国

のトップレベルのプロゴルファーと用品の使用契約を結ぶことで、ブランド価値の向上に努めました。 

またスーパーコンピューターを駆使した当社独自のデジタルシミュレーション技術「デジタルインパクトⅡ」を

基盤に、米国クリーブランド社と共同で開発した商品を投入することで、各国のお客様ニーズに応えるモノづくりを

進めました。 

さらに当社グループ全体での生産コスト削減に加え、経費の効率的な使用を徹底し、企業体質の強化に取り組み

ました。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は63,584百万円（前期比96.9％）、経常利益は4,697百万円（前期比

127.3％）、当期純利益は2,843百万円（前期比244.9％）となりました。 

 また、個別業績については、売上高は41,578百万円（前期比108.2％）、経常利益は3,879百万円（前期比

79.1％）、当期純利益は2,544百万円（前期比93.1％）となりました。  

    

 ②セグメント別の概況 

  1）スポーツ用品事業 

ゴルフ用品のうち国内では、主力のゴルフクラブ「新・ゼクシオ(＝６代目ゼクシオ)」が店頭販売シェアで年

間トップ（※１）となったことや、クリーブランドゴルフのウエッジ「CG15」シリーズも積極的な販売活動によっ

てシェアを伸ばしました。スリクソンでは、当社が開発し製造するMiyazakiシャフトを装着したゴルフクラブ

「NEW Z-TX」シリーズを発売し、競技者層を中心に話題になりました。 

またゴルフボールでは石川遼選手の使用するゴルフボール「スリクソンZ-STAR」シリーズは販売を大きく伸ば

すことができ、ゴルフボールのシェアアップにつながりました。 

一方、海外においては、国内同様「CG15」シリーズが好調に推移し、特に米国ではウエッジの年間シェアが

No.1(※２)となったほか、ゴルフボールにおいても積極的な販売活動と視認性を高めたカラーボールの投入によ

り、市場での存在感が高まりました。 

しかしながら、国内外とも景気に対する先行きの不透明が続く中でゴルフクラブを中心とした買い控えの影響

が大きく、ゴルフ用品全体で売上高は前年を下回りました。 

テニス用品では、硬式ラケットでスリクソンのラインアップを充実させるとともに、ダンロップの「バイオミ

メティックシリーズ」を新たに投入しました。また輸入販売するバボラ「ピュアドライブ」の拡販に努めたこと

で、国内販売シェアが上がりました。しかしながら、猛暑の影響でプレー頻度が低下し、トップシェア（※１）を

誇るテニスボールの売上高が低迷したことや、ラケット市場も縮小が続いたことから、テニス用品全体で売上高

は前年を下回りました。 

 以上の結果、ライセンス収入を加えたスポーツ用品事業の当連結会計年度の売上高は58,226百万円（前期比

97.0％）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 

  

  2）その他事業 

ゴルフトーナメント運営では、若手プロの活躍によりギャラリー数は堅調だったものの、スポンサー企業の経

費削減に伴う開催規模の縮小などが影響し、売上高は前年を下回りました。 

 また、ゴルフスクール運営では、拠点数の増加や個人レッスンの強化により売上高を伸ばしましたが、ゴルフ

場運営は天候不順や猛暑の影響で入場者数が減少したことに加え競争激化に伴うプレー単価の下落もあり、売上

高は前年を下回りました。 

 以上の結果、その他事業の当連結会計年度の売上高は5,357百万円（前期比95.6％）となりました。 

  

１．経営成績



 ③次期の見通し 

 今後の我が国経済の先行きについては、デフレ傾向の継続や雇用情勢の悪化懸念が残っており、景気の先行きは依

然として不透明な状況が継続するものと見込まれます。 

 また海外においては、アジアを中心に回復傾向は見られるものの、欧米では高水準の失業率が継続すること等によ

り、景気回復が停滞するリスクが見込まれます。 

 このような状況の中、当社グループは日本・欧米豪・アジアの３極体制により、地域に応じた商品展開と、マーケ

ティング戦略を進めることでゴルフクラブ、ゴルフボールを中心にシェアの拡大に努めてまいります。特に「スリク

ソン」のゴルフボールと「クリーブランドゴルフ」のクラブを各エリアで拡販するほか、日本及びアジアにおいては

「ゼクシオ」の強みをさらに磐石なものとすることで、グローバルなゴルフ用品企業としての地位確立に取り組んで

まいります。 

さらに、当社の優れた商品企画・開発力を活かした高付加価値商品の拡販に取り組むほか、原価低減活動を一層

進めることで収益力の向上を図ってまいります。 

これらの取り組みにより、次期の業績につきましては、下記のとおり見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①財政状態 

 当連結会計年度末における資産合計は、主に借入金返済による現預金の減少や償却資産の減価償却が進んだ結果、

53,152百万円となり前連結会計年度末から4,349百万円の減少となりました。 

 負債合計は、主に借入金や未払法人税等が減少した結果、18,134百万円となり前連結会計年度末から5,681百万円

の減少となりました。 

 純資産合計は、繰延ヘッジ損益及び為替換算調整勘定の減少により評価・換算差額等が減少しましたが、当期利益

による利益剰余金が増加した結果、35,017百万円となり前連結会計年度末から1,332百万円の増加となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は63.0％となり、前連結会計年度末から7.0ポイント増加しました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,981百万円と前連結会計年度末と比較して2,524百万円減少し

ました。各活動によるキャッシュ・フローの内容は以下のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは6,503百万円の収入となり、前連結会計年度と比

較して2,427百万円の収入増となりました（前連結会計年度は4,076百万円の収入）。これは主に税金等調整前当期

純利益が1,293百万円増加したことや、仕入債務の増減額が1,260百万円増加したことにより収入増となったもので

あります。 

  なお、当連結会計年度の主な収入は税金等調整前当期純利益4,825百万円、主な支出は法人税等の支払額2,737百

万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは1,795百万円の支出となり、前連結会計年度と比

較して1,718百万円の支出増となりました（前連結会計年度は76百万円の支出）。これは主に定期預金の払戻によ

る収入で1,103百万円減少したことや、定期預金の預入による支出で200百万円減少したこと及び関係会社株式の取

得による支出で364百万円減少したことによるものであります。 

 

連 結

第2四半期
連結累計期間 (前年同期比) 通期 (前期比) 

   百万円 ％   百万円 ％ 

売上高  32,000  (△4.0)  65,000  (2.2)

営業利益  1,800  (△49.7)  4,300  (△14.5)

経常利益  1,900  (△45.6)  4,400  (△6.3)

当期純利益  1,000  (△54.2)  2,200  (△22.6)



 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは7,184百万円の支出となりました（前連結会計年

度は3,748百万円の支出）。これは主に短期借入金および長期借入金の返済を進めたことによるものであります。 

  

 ③キャッシュ・フローのトレンド 

（算出方法） 

・自己資本比率            ：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  （注）１ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しております。 

 ３ 有利子負債は、連結貸借対照表に記載されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象として

おります。 

 ４ 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主への利益還元を重要課題の一つと認識し、業績の見通し、配当性向、内部留保の水準等を総合的に判

断しながら、長期にわたり安定して株主に報いることを基本方針としており、継続的に株主に利益還元していく所存

であります。 

 また当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配

当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 内部留保につきましては、海外事業展開のさらなる強化や研究開発活動の充実等に有効に活用していくことによ

り、企業体質の一層の強化に繋げていく所存であります。 

 なお、当期の配当につきましては、１株あたり4,000円（うち中間配当2,000円）を予定しております。 

  

  近の有価証券報告書（平成22年３月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

 平成19年12月期決算短信（平成20年２月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.sri-sports.co.jp/ir/library/index.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率(％）  52.6  56.0  63.0

時価ベースの自己資本比率(％）  40.1  43.8  48.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年）  1.5  2.3  0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ  26.4  21.6  84.1

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,061 3,837

受取手形及び売掛金 14,298 12,950

有価証券 200 －

商品及び製品 5,411 5,903

仕掛品 309 313

原材料及び貯蔵品 2,378 2,162

繰延税金資産 1,368 1,518

その他 950 706

貸倒引当金 △627 △349

流動資産合計 30,350 27,042

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,666 7,670

減価償却累計額 △5,020 △5,198

建物及び構築物（純額） 2,645 2,471

機械装置及び運搬具 10,178 10,371

減価償却累計額 △8,479 △8,708

機械装置及び運搬具（純額） 1,698 1,662

工具、器具及び備品 5,039 4,953

減価償却累計額 △4,327 △4,276

工具、器具及び備品（純額） 711 676

土地 3,164 3,142

リース資産 151 574

減価償却累計額 △14 △66

リース資産（純額） 137 507

建設仮勘定 74 124

有形固定資産合計 8,431 8,586

無形固定資産   

のれん 7,524 6,896

商標権 3,479 2,915

その他 1,167 1,018

無形固定資産合計 12,171 10,830

投資その他の資産   

投資有価証券 532 898

長期貸付金 2,995 2,942

繰延税金資産 855 1,117

長期預金 100 －

その他 2,483 2,259

貸倒引当金 △418 △525

投資その他の資産合計 6,547 6,693

固定資産合計 27,150 26,109

資産合計 57,501 53,152



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,069 5,363

短期借入金 5,450 1,268

1年内返済予定の長期借入金 2,000 1,600

リース債務 24 62

未払金 2,561 3,353

未払法人税等 1,244 706

繰延税金負債 1 －

賞与引当金 243 258

売上値引引当金 292 252

その他 1,691 1,949

流動負債合計 18,580 14,814

固定負債   

長期借入金 1,600 －

リース債務 145 502

繰延税金負債 6 8

退職給付引当金 1,846 1,694

役員退職慰労引当金 184 177

負ののれん 47 38

その他 1,406 899

固定負債合計 5,236 3,320

負債合計 23,816 18,134

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 14,077 15,773

自己株式 △216 △216

株主資本合計 32,276 33,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △5

繰延ヘッジ損益 141 △78

為替換算調整勘定 △237 △390

評価・換算差額等合計 △103 △474

少数株主持分 1,512 1,519

純資産合計 33,685 35,017

負債純資産合計 57,501 53,152



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 65,622 63,584

売上原価 33,789 30,889

売上総利益 31,832 32,695

販売費及び一般管理費   

販売奨励金・販売手数料 895 885

広告費・拡販対策費 8,934 8,524

物流費 2,491 2,520

貸倒引当金繰入額 278 229

人件費 8,406 8,447

賞与引当金繰入額 164 180

退職給付費用 280 299

その他 6,694 6,581

販売費及び一般管理費合計 28,146 27,668

営業利益 3,686 5,026

営業外収益   

受取利息 62 31

受取配当金 2 3

雑品売却益 65 63

諸権利使用料 17 24

貸倒引当金戻入額 89 －

その他 191 159

営業外収益合計 428 281

営業外費用   

支払利息 149 69

持分法による投資損失 10 4

為替差損 9 327

その他 255 209

営業外費用合計 424 610

経常利益 3,689 4,697

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 164

特別利益合計 － 164

特別損失   

固定資産除売却損 55 31

減損損失 101 4

特別損失合計 157 35

税金等調整前当期純利益 3,532 4,825

法人税、住民税及び事業税 2,392 2,206

法人税等調整額 △78 △250

法人税等合計 2,313 1,956

少数株主利益 57 26

当期純利益 1,161 2,843



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

資本剰余金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

利益剰余金   

前期末残高 14,275 14,077

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △204 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,154 △1,148

当期純利益 1,161 2,843

当期変動額合計 7 1,695

当期末残高 14,077 15,773

自己株式   

前期末残高 － △216

当期変動額   

自己株式の取得 △216 －

当期変動額合計 △216 －

当期末残高 △216 △216

株主資本合計   

前期末残高 32,690 32,276

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △204 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,154 △1,148

当期純利益 1,161 2,843

自己株式の取得 △216 －

当期変動額合計 △209 1,695

当期末残高 32,276 33,971



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 18 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 1

当期変動額合計 △25 1

当期末残高 △6 △5

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △220 141

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 362 △219

当期変動額合計 362 △219

当期末残高 141 △78

為替換算調整勘定   

前期末残高 △262 △237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 △152

当期変動額合計 24 △152

当期末残高 △237 △390

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △464 △103

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 361 △371

当期変動額合計 361 △371

当期末残高 △103 △474

少数株主持分   

前期末残高 1,559 1,512

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47 7

当期変動額合計 △47 7

当期末残高 1,512 1,519

純資産合計   

前期末残高 33,785 33,685

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △204 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,154 △1,148

当期純利益 1,161 2,843

自己株式の取得 △216 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 314 △363

当期変動額合計 104 1,332

当期末残高 33,685 35,017



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,532 4,825

減価償却費 2,512 2,342

減損損失 101 4

固定資産除売却損益（△は益） 55 31

のれん償却額 627 596

持分法による投資損益（△は益） 10 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △140

売上値引引当金の増減額（△は減少） △10 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10 △150

前払年金費用の増減額（△は増加） 31 199

受取利息及び受取配当金 △64 △34

支払利息 149 69

売上債権の増減額（△は増加） △1,492 835

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,399 △653

仕入債務の増減額（△は減少） △582 677

未収入金の増減額（△は増加） 165 △31

未払金の増減額（△は減少） △357 720

その他 383 △7

小計 7,409 9,266

利息及び配当金の受取額 79 52

利息の支払額 △188 △77

法人税等の支払額 △3,223 △2,737

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,076 6,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △608 △808

定期預金の払戻による収入 1,711 608

有形固定資産の取得による支出 △1,047 △1,180

有形固定資産の売却による収入 113 15

無形固定資産の取得による支出 △239 △301

短期貸付金の純増減額（△は増加） △21 0

長期貸付けによる支出 △12 △23

長期貸付金の回収による収入 16 55

投資有価証券の取得による支出 △3 △4

関係会社株式の取得による支出 － △364

その他 15 206

投資活動によるキャッシュ・フロー △76 △1,795

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） △336 △3,978

長期借入金の返済による支出 △2,000 △2,000

自己株式の取得による支出 △216 －

配当金の支払額 △1,154 △1,148

少数株主への配当金の支払額 △7 △11

その他 △33 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,748 △7,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 209 △2,524

現金及び現金同等物の期首残高 5,295 5,505

現金及び現金同等物の期末残高 5,505 2,981



 該当事項はありません。  

   

１.連結の範囲に関する事項 

  

２.持分法の適用に関する事項  

  

 該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプシ

ョン等、企業結合等、賃貸用不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため、開示を省略しております。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1）連結子会社の数   15社 主要会社名 … ㈱ダンロップスポーツ、㈱ダンロップスポーツ

中部、㈱ダンロップゴルフクラブ、Roger 

Cleveland Golf Company, Inc. 

2）連結範囲の異動状況   連結（新規）－社、連結（除外）－社  

1）持分法適用の非連結子会社数  ２社 会社名 ……… ㈱ワコーテニス、㈱ハイマックス  

2）持分法適用の関連会社数  ３社 会社名 ……… 柏泉グリーン開発㈱、長維工業股份有限公司、

長維BVI工業股份有限公司  

3）持分法の範囲の異動状況   持分法（新規）－社、持分法（除外）－社  

(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(8）連結財務諸表作成に関する注記事項

（開示の省略）



前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

（注） １ 事業区分は、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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

 ５ 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これにより、当連結会計年度の営業利益がスポーツ

用品事業で44百万円減少しております。 

 ６  当社及び国内連結子会社は、法人税法改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第

23号）を契機に、耐用年数の見直しを行った結果、当連結会計年度より機械装置の耐用年数の変更を行って

おります。これにより、当連結会計年度の営業利益がスポーツ用品事業で34百万円減少し、その他事業で0

百万円増加しております。 

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する  

売上高 
 60,019  5,603  65,622  －  65,622

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 128  1,073  1,201  (1,201)  －

計  60,147  6,677  66,824  (1,201)  65,622

営業費用  56,661  6,514  63,175  (1,239)  61,936

営業利益  3,485  163  3,648  37  3,686

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                             

資産  51,207  6,925  58,132  (630)  57,501

減価償却費  2,460  52  2,512  －  2,512

減損損失  67  34  101  －  101

資本的支出  1,524  44  1,569  －  1,569



当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

（注） １ 事業区分は、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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

  

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する  

売上高 
 58,226  5,357  63,584  －  63,584

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 104  1,071  1,175  (1,175)  －

計  58,330  6,429  64,759  (1,175)  63,584

営業費用  53,422  6,335  59,758  (1,200)  58,558

営業利益  4,908  93  5,001  24  5,026

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                             

資産  47,305  6,497  53,803  (651)  53,152

減価償却費  2,285  56  2,342  －  2,342

減損損失  4  －  4  －  4

資本的支出  1,855  50  1,906  －  1,906



前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。   

  ４ 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これにより、当連結会計年度の営業損失が北米で42

百万円、その他で1百万円それぞれ増加しております。 

 ５ 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第

23号）を契機に、耐用年数の見直しを行った結果、当連結会計年度より機械装置の耐用年数の変更を行って

おります。これにより、当連結会計年度の営業利益が日本で33百万円減少しております。  

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。また、全ての資産は各

セグメントに配分されているため全社資産はありません。   

  

ｂ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高 
 49,319  10,317  5,985  65,622  －  65,622

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,724  2,463  1,455  6,643  (6,643)  －

計  52,044  12,781  7,440  72,266  (6,643)  65,622

  営業費用  46,429  14,278  7,916  68,624  (6,687)  61,936

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
 5,614  △1,497  △475  3,642  43  3,686

Ⅱ 資産  44,064  12,640  5,169  61,873  (4,371)  57,501

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高 
 48,479  9,685  5,419  63,584  －  63,584

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,941  1,288  1,533  8,763  (8,763)  －

計  54,420  10,974  6,953  72,348  (8,763)  63,584

  営業費用  50,076  10,630  6,855  67,563  (9,005)  58,558

  営業利益  4,343  343  97  4,784  241  5,026

Ⅱ 資産  40,501  11,474  4,801  56,778  (3,626)  53,152



前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12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。 

  

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,337  4,013  4,612  18,963

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    65,622

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 15.8  6.1  7.0  28.9

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,653  3,388  5,556  18,597

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    63,584

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 15.2  5.3  8.7  29.2



 （注） 算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 １  １株当たり純資産額 

 ２  １株当たり当期純利益 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額               112,102円 02銭                     116,717円 00銭 

１株当たり当期純利益             4,036円 50銭                 9,907円 82銭 

   潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

項目
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）  33,685  35,017

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 

 （うち少数株主持分） 

 

(1,512)  

1,512  

(1,519)  

1,519

普通株式に係る純資産額（百万円）  32,173  33,497

期末の普通株式の発行済株式数（株）  290,000  290,000

期末の普通株式の自己株式数（株）  3,000  3,000

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式数（株） 
 287,000  287,000

項目
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  1,161  2,843

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,161  2,843

普通株式の期中平均株式数（株）  287,658  287,000

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,616 1,252

受取手形 86 73

売掛金 16,120 14,775

商品及び製品 2,707 2,987

仕掛品 119 149

原材料及び貯蔵品 1,106 881

前払費用 46 23

繰延税金資産 797 1,049

短期貸付金 1,001 539

未収入金 2,875 2,259

その他 280 25

貸倒引当金 △118 △103

流動資産合計 28,639 23,912

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,360 3,342

減価償却累計額 △2,383 △2,452

建物（純額） 977 889

構築物 1,349 1,352

減価償却累計額 △961 △991

構築物（純額） 388 360

機械及び装置 8,139 8,206

減価償却累計額 △7,239 △7,348

機械及び装置（純額） 899 857

車両運搬具 116 121

減価償却累計額 △95 △103

車両運搬具（純額） 20 17

工具、器具及び備品 3,915 3,855

減価償却累計額 △3,594 △3,474

工具、器具及び備品（純額） 320 380

土地 1,418 1,418

リース資産 131 524

減価償却累計額 △10 △52

リース資産（純額） 120 471

建設仮勘定 5 42

有形固定資産合計 4,149 4,438

無形固定資産   

特許権 508 771

商標権 3,433 4,650

意匠権 138 83

ソフトウエア 304 404

リース資産 4 18

その他 16 6

無形固定資産合計 4,405 5,934



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 94 98

関係会社株式 14,850 15,214

関係会社長期貸付金 3,959 3,847

従業員に対する長期貸付金 1 0

長期前払費用 202 149

繰延税金資産 235 395

差入保証金 617 602

前払年金費用 507 375

関係会社株式評価引当金 △634 △634

貸倒引当金 △970 △990

投資その他の資産合計 18,864 19,058

固定資産合計 27,419 29,432

資産合計 56,058 53,344

負債の部   

流動負債   

支払手形 678 485

買掛金 6,415 6,104

短期借入金 783 59

1年内返済予定の長期借入金 2,000 1,600

リース債務 15 47

未払金 1,891 2,993

未払費用 299 377

未払法人税等 1,120 571

預り金 8,127 6,761

賞与引当金 97 109

売上値引引当金 132 107

その他 2 136

流動負債合計 21,561 19,352

固定負債   

長期借入金 1,600 －

リース債務 115 466

長期未払金 461 －

退職給付引当金 334 361

その他 7 7

固定負債合計 2,519 835

負債合計 24,080 20,187



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,207 9,207

資本剰余金   

資本準備金 9,207 9,207

資本剰余金合計 9,207 9,207

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 6,500 6,500

繰越利益剰余金 7,143 8,539

利益剰余金合計 13,643 15,039

自己株式 △216 △216

株主資本合計 31,841 33,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4 △2

繰延ヘッジ損益 141 △78

評価・換算差額等合計 136 △80

純資産合計 31,978 33,157

負債純資産合計 56,058 53,344



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 38,436 41,578

売上原価 23,323 25,406

売上総利益 15,112 16,171

販売費及び一般管理費 10,706 12,889

営業利益 4,406 3,282

営業外収益   

受取利息 79 41

受取配当金 471 657

諸権利使用料 25 34

ソフトウェア使用料 67 69

その他 110 94

営業外収益合計 753 896

営業外費用   

支払利息 68 40

為替差損 111 240

支払補償費 40 －

その他 33 19

営業外費用合計 253 299

経常利益 4,906 3,879

特別損失   

固定資産除却損 16 23

関係会社株式評価引当金繰入額 111 －

減損損失 18 4

特別損失合計 145 27

税引前当期純利益 4,760 3,851

法人税、住民税及び事業税 1,917 1,572

法人税等調整額 110 △264

法人税等合計 2,027 1,307

当期純利益 2,732 2,544



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 9,207 9,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,207 9,207

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,500 6,500

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,500 6,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,564 7,143

当期変動額   

剰余金の配当 △1,154 △1,148

別途積立金の積立 － －

当期純利益 2,732 2,544

当期変動額合計 1,578 1,396

当期末残高 7,143 8,539

利益剰余金合計   

前期末残高 12,064 13,643

当期変動額   

剰余金の配当 △1,154 △1,148

別途積立金の積立 － －

当期純利益 2,732 2,544

当期変動額合計 1,578 1,396

当期末残高 13,643 15,039

自己株式   

前期末残高 － △216

当期変動額   

自己株式の取得 △216 －

当期変動額合計 △216 －

当期末残高 △216 △216



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 30,479 31,841

当期変動額   

剰余金の配当 △1,154 △1,148

当期純利益 2,732 2,544

自己株式の取得 △216 －

当期変動額合計 1,362 1,396

当期末残高 31,841 33,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7 △4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 2

当期変動額合計 △12 2

当期末残高 △4 △2

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △233 141

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 374 △219

当期変動額合計 374 △219

当期末残高 141 △78

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △225 136

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 362 △217

当期変動額合計 362 △217

当期末残高 136 △80

純資産合計   

前期末残高 30,254 31,978

当期変動額   

剰余金の配当 △1,154 △1,148

当期純利益 2,732 2,544

自己株式の取得 △216 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 362 △217

当期変動額合計 1,724 1,178

当期末残高 31,978 33,157



  該当事項はありません。  

   

(4）継続企業の前提に関する注記



  

２月14日(月)開催の取締役会で次の通り内定いたしました。 

  

１. 取締役の就退任（３月24日(木)付） 

  

  

 (1) 新任  ※（ ）内は現職 

  

３月24日(木)開催予定の定時株主総会において、次の取締役の選任についての議案を提出いたします。 

  

  

        のじり やすし 

取締役     野尻 恭   （住友ゴム工業㈱取締役常務執行役員） 

  

(注)同氏は３月23日(水)をもって現職を辞任する予定であります。 

  

  

 (2) 退任   

  

                             さわだ りょうち 

代表取締役 取締役会長     澤田 良知     

  

  

  

２. 取締役の異動（３月24日(木)付）  ※（ ）内は現職 

  

  

 ３月24日(木)開催予定の定時株主総会後の取締役会において、次の取締役の異動についての議案を提出いたし

ます。 

  

ばんば ひろゆき  

代表取締役 取締役会長     馬場 宏之     （代表取締役社長） 

  

のじり  やすし 

代表取締役社長        野尻  恭      （住友ゴム工業㈱取締役常務執行役員） 

  

きなめり かずお 

代表取締役専務執行役員        木滑 和生     （取締役常務執行役員） 

  

みずの  たかお 

取締役常務執行役員      水野 隆生     （取締役執行役員） 

  

さ の    ひでき 

取締役常務執行役員      佐野 英起     （取締役執行役員） 

  

グレッグ ホプキンス 

取締役常務執行役員      Greg Hopkins    （取締役） 

  

  

  

６．役員の異動



３. 執行役員の就任（３月24日(木)付）  ※（ ）内は現職 

  

  

 ３月24日(木)開催予定の定時株主総会後の取締役会において、次の執行役員の選任についての議案を提出いた

します。 

  

みむら しゅうへい 

執行役員      三村 修平      （経営企画部部長  兼  テニス企画部部長） 

  

おおにし あきお 

執行役員        大西 章夫      （商品開発部長  兼 経営企画部部長） 

  

  

４. 新取締役候補の略歴 

  

  
のじり  やすし 

野尻  恭 

  

1954年(昭和29年)10月20日生 （56歳） 

山口県出身  

  

1977年(昭和52年)４月  住友ゴム工業㈱入社 

2000年(平成12年)１月  同社工務部長 

2003年(平成15年)１月  同社総合企画部長 

2003年(平成15年)３月  同社執行役員 

2003年(平成15年)７月   同社執行役員（経営企画部長） 

2004年(平成16年)３月   同社執行役員（経営企画部長 兼 NP・NB事業部長） 

2004年(平成16年)７月  同社執行役員（SRIエンジニアリング㈱代表取締役社長 兼 NP・NB事業部

長） 

2006年(平成18年)３月  同社執行役員（住友橡膠(常熟)有限公司総経理 兼 住友橡膠(蘇州)有限

公司総経理） 

2007年(平成19年)３月  同社常務執行役員（住友橡膠(常熟)有限公司総経理 兼 住友橡膠(蘇州)

有限公司総経理） 

2008年(平成20年)３月  同社取締役常務執行役員（住友橡膠(常熟)有限公司董事長 兼 総経理、

住友橡膠(蘇州)有限公司董事長 兼 総経理） 

2011年(平成23年)１月   同社取締役常務執行役員（現任） 

   

  



５．新執行役員候補の略歴  

  

  
みむら しゅうへい 

三村  修平 

  

1955年(昭和30年)６月10日生 （55歳） 

兵庫県出身  

  

1978年(昭和53年)４月  住友ゴム工業㈱入社 

2002年(平成14年)１月  同社スポーツ海外部長 兼 テニス部長 

2003年(平成15年)７月  当社海外営業部長 兼 テニス営業部長 

2004年(平成16年)１月  SRIXON SPORTS U.S.A.INC. 代表取締役社長 

2006年(平成18年)２月  当社テニス営業部長 

2007年(平成19年)１月  ㈱ダンロップスポーツ テニス事業部長 

2008年(平成20年)１月  ㈱ダンロップスポーツ 取締役  テニス事業部長 

㈱ワコーテニス 代表取締役社長 

2009年(平成21年)１月  当社ウェア・用品企画部長 兼 経営企画部部長 

2011年(平成23年)１月  当社経営企画部部長 兼 テニス企画部部長（現任） 

  

  
おおにし あきお 

大西  章夫 

  

1959年(昭和34年)９月７日生 （51歳） 

兵庫県出身  

  

1982年(昭和57年)４月  住友ゴム工業㈱入社 

2007年(平成19年)１月  当社商品開発部部長 

2010年(平成22年)１月  商品開発部長 兼 経営企画部部長（現任） 
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