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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3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9月期第2四半期 3,326 △11.0 115 △61.0 76 △76.4 37 △91.1
22年9月期第2四半期 3,738 34.0 296 ― 325 ― 418 ―

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9月期第2四半期 3.50 ―
22年9月期第2四半期 39.39 ―

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9月期第2四半期 7,105 2,714 38.2 255.44
22年9月期 7,783 2,682 34.5 252.48

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  2,714百万円 22年9月期  2,682百万円

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  
当社は定款において９月30日を期末配当基準日、３月31日を中間配当基準日と定めておりますが、現時点で期末配当基準日における配当予想額は未定
であります。 

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年9月期 ― 0.00
23年9月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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  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

通期 6,708 △9.0 216 △64.2 84 △85.8 50 △93.1 4.71



(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中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する注記は、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.２「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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9月期2Q 10,625,000株 22年9月期  10,625,000株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  254株 22年9月期  100株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 10,624,816株 22年9月期2Q  10,624,900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、新興国を中心として海外経済の回復が進み、政府や日銀に

よる各種政策効果などを背景に企業収益は緩やかな回復基調にありました。しかし一方で、円高による輸出環境の

悪化や、雇用環境および所得水準が低迷するなど、当社グループには総じて厳しい市場環境が続きました。 

こうした中、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災は、日本経済に深刻な影響をもたらしており、当

社グループも直接的な被害は少なかったものの、仕入先・販売先の被害による生産と販売への影響の他、自粛ムー

ドの広がりによる個人消費の落ち込みで国内ゴルフ事業を中心に業績への影響が出ており、今後の市場動向は不透

明な状況が続くものと考えられます。 

このような状況のもと当社グループは、当第２四半期連結会計期間において、国内ゴルフ事業で「コンダクタ

ー」シリーズのフルモデルチェンジを行った他、「シャトル」シリーズでアイアンの追加モデルを発売し、積極的

なキャンペーンを展開して顧客層の拡大に努めました。 

 しかし、震災の影響で３月に予定していた新商品の設置が計画通り進まなかったこと、また海外では中国代理店

との契約解消により輸出が減少したことなどにより、売上は全体として当初の計画を大きく下回ることとなりまし

た。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高33億２千６百万円（前年同期比11.0％減）、営業利益

は１億１千５百万円（同61.0％減）、経常利益は７千６百万円（同76.4％減）、四半期純利益は３千７百万円（同

91.1％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ６億７千７百万円減少し、71億５百万

円となりました。これは主にたな卸資産の減少２億６千６百万円、受取手形及び売掛金の減少２億４千万円、現金

及び預金の減少７千２百万円及び繰延税金資産の減少３千８百万円等によるものであります。  

 負債は前連結会計年度末に比べ７億８百万円減少し、43億９千１百万円となりました。これは主に短期及び長期

借入金の減少４億４千６百万円、支払手形及び買掛金の減少２億４千１百万円等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ３千１百万円増加し、27億１千４百万円となりました。これは主に四半期純利

益の計上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 

 平成23年９月期連結業績につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、レジャー・

スポーツへの自粛ムードが広がっており、ゴルフ用品等の消費の落ち込みが懸念されること、また当社グループが

運営するゴルフ場が茨城県北部に位置しており、原子力発電所の事故等により集客の減少が見込まれること、更に

海外事業において中国代理店との契約解消により一定期間輸出の減少が見込まれることなどを踏まえ、平成22年11

月10日に公表しました通期業績予想を修正いたしております。 

 詳細につきましては、平成23年４月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

（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 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が1,065千円、税金等調整前四半期純利益が9,142

千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は8,701千円であります。  

  

（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。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

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23年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 825,059 897,664

受取手形及び売掛金 1,715,729 1,956,462

商品及び製品 893,656 912,695

仕掛品 55,549 59,509

原材料及び貯蔵品 895,128 1,138,469

繰延税金資産 167,498 381,676

その他 296,874 335,524

貸倒引当金 △125,754 △100,946

流動資産合計 4,723,742 5,581,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 283,913 277,865

土地 764,786 764,786

その他（純額） 96,798 89,834

有形固定資産合計 1,145,499 1,132,486

無形固定資産 21,810 26,094

投資その他の資産   

投資有価証券 797,419 799,838

繰延税金資産 329,079 152,903

その他 154,964 154,563

貸倒引当金 △66,697 △63,805

投資その他の資産合計 1,214,766 1,043,500

固定資産合計 2,382,076 2,202,081

資産合計 7,105,819 7,783,137
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 740,085 981,830

短期借入金 1,768,235 2,142,620

リース債務 4,031 4,031

未払法人税等 12,098 20,138

賞与引当金 4,524 34,843

返品調整引当金 47,372 67,047

訴訟損失引当金 6,239 －

その他 317,843 274,681

流動負債合計 2,900,430 3,525,192

固定負債   

長期借入金 1,317,915 1,389,840

製品保証引当金 32,857 33,486

リース債務 10,078 11,757

資産除去債務 8,713 －

その他 121,779 140,199

固定負債合計 1,491,343 1,575,284

負債合計 4,391,774 5,100,476

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,046,500 1,046,500

資本剰余金 612,137 612,137

利益剰余金 1,323,408 1,286,166

自己株式 △140 △105

株主資本合計 2,981,906 2,944,698

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,933 16,384

繰延ヘッジ損益 △122,637 △126,225

為替換算調整勘定 △151,157 △152,197

評価・換算差額等合計 △267,861 △262,038

純資産合計 2,714,044 2,682,660

負債純資産合計 7,105,819 7,783,137
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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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,738,880 3,326,428

売上原価 2,172,907 1,870,459

売上総利益 1,565,972 1,455,969

販売費及び一般管理費 1,269,764 1,340,444

営業利益 296,208 115,524

営業外収益   

受取利息 48,587 4,511

為替差益 921 －

負ののれん償却額 17,978 17,978

持分法による投資利益 46,142 43,646

その他 13,548 17,877

営業外収益合計 127,179 84,013

営業外費用   

支払利息 81,149 76,155

売上割引 629 －

為替差損 － 17,463

投資有価証券評価損 － 16,058

その他 15,946 13,068

営業外費用合計 97,725 122,746

経常利益 325,662 76,791

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,524 －

賞与引当金戻入額 － 34,843

その他 － 5

特別利益合計 9,524 34,848

特別損失   

固定資産除却損 1,456 939

減損損失 － 9,234

訴訟損失引当金繰入額 － 6,239

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,077

その他 － 4,900

特別損失合計 1,456 29,390

税金等調整前四半期純利益 333,731 82,249

法人税、住民税及び事業税 5,071 7,006

過年度法人税等戻入額 △5,395 －

法人税等調整額 △84,511 38,001

法人税等合計 △84,835 45,007

少数株主損益調整前四半期純利益 － 37,241

四半期純利益 418,566 37,241
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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