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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8月31日） 

（注）当社は、平成24年9月1日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたも
のと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

25年2月期第2四半期 1,774 16.1 △102 ― △119 ― 182 ―
24年2月期第2四半期 1,528 13.1 154 145.2 133 157.0 0 △85.0

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 179百万円 （―％） 24年2月期第2四半期 0百万円 （―％）

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

25年2月期第2四半期 26.26 ―
24年2月期第2四半期 0.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 4,006 2,067 51.6
24年2月期 4,016 1,922 47.9
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  2,067百万円 24年2月期  1,922百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）当社は、平成24年9月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、平成25年2月期（予想）の配当予想について
は、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。 

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

24年2月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
25年2月期 ― 0.00
25年2月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）当社は、平成24年9月1日付けで普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、1株当たり当期純利益については、当該株式
分割の影響を考慮して記載しております。 

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 3,900 △3.8 390 △53.7 380 △55.1 521 △28.0 75.01



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成24年9月1日付けで普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。このため、期末発行済株式数（自己株式）、期末自己株式及
び期中平均株式（四半期累計）は、当該株式分割が前連結会計年の期首に行われたものと仮定して算定しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく手続きの対象外でありますが、この決算短信の開示時点において財務諸表に対する監査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。 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期2Q 6,945,600 株 24年2月期 6,945,600 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q ― 株 24年2月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 6,945,600 株 24年2月期2Q 6,945,600 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………  3

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（６）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（７）重要な後発事象……………………………………………………………………………………………………  9

株式会社グラファイトデザイン（7847）平成25年2月期第2四半期決算短信

1



（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、東日本大震災の復興需要や政策効果などにより緩やかに持

ち直しているものの、欧州の債務危機や海外景気の減速や円高の長期化に加え、電力供給の制約や高水準が続く

失業率など懸念材料も多く、景気の先行きは依然として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は、国内外での活躍する若手プロゴルファーがメディアへの露出等により、ゴルフ人

気を牽引しております。しかし、ゴルフ用品市場における価格競争の激化などにより、業界全体としては厳しい

状況が続いております。この状況を挽回するためにゴルフ業界は様々なサービス展開に努めております。  

 このような状況の中、当社グループはゴルフシャフトの販売の拡大と自転車フレーム等製造販売事業の販売拡

大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、自社ブランドシリーズが順調に推移したことから売上高

千円（前年同期比16.1%増）、営業損失 千円(前年同期は営業利益 千円)、経常損失

千円(前年同期は経常利益 千円)、四半期純利益 千円(前年同期は四半期純利益860千円)と

なりました。 

   

   セグメント別の主な状況は、下記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、ゴルフ用品市場における価格競争の激化などにより、業界全体

としては厳しい状況が続く中、自社ブランドシリーズの販売が堅調に推移したことから、売上高

千円（前年同期比 %減）、 営業損失 千円（前年同期は営業利益 千円)となりました。 

     

②米国   

          米国経済は上昇傾向となってきており、また、個人消費も少しではありますが上向き傾向にあると思われ

ます。しかしながら、依然としてクラブメーカーのゴルフクラブ価格は、減少傾向が続き厳しい状況で推移

しました。この状況の中、知名度向上に努めるとともに販売受注量の拡大に傾注した結果、昨年を上回り売

上高 千円（前年同期比 ％増)、営業損失 千円（前年同期は営業損失72,534千円)となりま

した。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況    

(資産)  

    当第２四半期連結会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。 

    主に、流動資産において、現金及び預金が 千円増加と商品及び製品が 千円増加となったも

のの、売上債権が 千円減少と投資その他の資産が 千円減少したことによるものでありま

す。 

(負債) 

    当第２四半期連結会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、役員退職慰労引当金が 千円減少したことによるものであります。 

   (純資産) 

    当第２四半期連結会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。 

    これは主に四半期純利益を 千円計上した一方、配当金の支払いが34,728千円発生したことによる

ものであります。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

     当第２四半期連結会計期間末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） 

     営業活動による資金は、 千円（前年同期は124,558千円の収入）の収入となりました。 

     主な要因は、売上債権の減少による収入が 千円となり、仕入債務の減少による支出が 千円と

なったことによるものであります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,774,687 102,351 154,705

119,580 133,763 182,395

1,257,460

2.9 69,935 226,221

517,227 121.5 17,870

10,258 4,006,217

847,434 40,504

720,884 188,994

155,494 1,938,680

164,806

145,236

2,067,537

182,395

847,434 2,007,386

657,994

723,010 77,940
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  (投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動における資金は、 千円（前年同期は36,358千円の支出）の収入となりました。 

      主な要因は、受取保険金等の収入が 千円となった一方で、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） 

       財務活動における資金は、 千円（前年同期は30,328千円の収入）の収入となりました。 

       主な要因は、借入金の純増加による収入が 千円となった一方で、配当金の支払による支出が

千円となっ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 

通期の業績見通しにつきましては、今後も厳しい経営環境が続くことが予想されますが、新製品の投入による

販売の活性化や全社的な利益改善の継続などにより売上及び利益の向上を目指してまいります。 

平成24年7月27日付で公表いたしました連結業績予想については、予想数値に変更はありません。 

なお、連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等

は業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。今後、連結業績予想数値の修正の必要が生じた場合に

は、適時適切に開示を行ってまいります。 

  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①(減価償却方法の変更)  

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響額は軽微であります。 

②（１株当たり当期純利益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、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号  平成

22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号  平成22年６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９

号  平成22年６月30日）を適用しております。この適用により、当第２四半期連結貸借対照表日後に行った

株式分割は、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。 

  

（４）追加情報  

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

   

  該当事項はありません。 

   

   

165,740

199,763

40,336

31,686

66,414 34,728

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,159,952 2,007,386

受取手形及び売掛金 1,341,972 621,088

商品及び製品 258,934 299,438

仕掛品 115,799 139,550

原材料及び貯蔵品 57,428 74,396

繰延税金資産 28,322 31,437

その他 46,969 23,199

貸倒引当金 △1,213 △766

流動資産合計 3,008,167 3,195,730

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 365,609 356,849

その他（純額） 239,165 241,329

有形固定資産合計 604,774 598,179

無形固定資産 44,660 42,428

投資その他の資産 358,873 169,879

固定資産合計 1,008,308 810,487

資産合計 4,016,476 4,006,217

負債の部   

流動負債   

買掛金 517,001 440,529

短期借入金 557,786 718,728

未払法人税等 27,169 37,824

賞与引当金 28,050 30,172

その他 98,656 76,948

流動負債合計 1,228,664 1,304,203

固定負債   

長期借入金 354,542 263,154

役員退職慰労引当金 229,146 64,340

退職給付引当金 33,865 36,238

資産除去債務 45,719 46,196

その他 202,237 224,546

固定負債合計 865,510 634,476

負債合計 2,094,174 1,938,680
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

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 850,031 997,698

株主資本合計 2,022,297 2,169,964

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △9,833 △13,814

為替換算調整勘定 △90,162 △88,612

その他の包括利益累計額合計 △99,995 △102,426

純資産合計 1,922,301 2,067,537

負債純資産合計 4,016,476 4,006,217
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 1,528,696 1,774,687

売上原価 787,633 946,102

売上総利益 741,063 828,584

販売費及び一般管理費 586,357 930,935

営業利益又は営業損失（△） 154,705 △102,351

営業外収益   

受取利息 167 4,894

受取配当金 383 508

受取手数料 3,680 2,138

雑収入 1,111 3,232

営業外収益合計 5,342 10,773

営業外費用   

支払利息 8,567 8,652

為替差損 17,396 10,648

貸倒損失 － 8,241

雑支出 319 460

営業外費用合計 26,283 28,003

経常利益又は経常損失（△） 133,763 △119,580

特別利益   

固定資産売却益 － 2,207

保険解約返戻金 － 15,902

受取保険金 － 345,501

特別利益合計 － 363,611

特別損失   

固定資産売却損 － 6,986

ゴルフ会員権評価損 7,004 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,837 －

特別損失合計 33,841 6,986

税金等調整前四半期純利益 99,922 237,044

法人税、住民税及び事業税 30,851 33,438

法人税等調整額 68,210 21,210

法人税等合計 99,061 54,649

少数株主損益調整前四半期純利益 860 182,395

四半期純利益 860 182,395
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 860 182,395

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,142 △3,981

為替換算調整勘定 1,716 1,549

その他の包括利益合計 △425 △2,431

四半期包括利益 434 179,964

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 434 179,964

少数株主に係る四半期包括利益 － －

株式会社グラファイトデザイン（7847）平成25年2月期第2四半期決算短信

7



（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24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 99,922 237,044

減価償却費 41,732 40,394

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,837 －

保険解約損益（△は益） － △15,902

受取保険金 － △345,501

ゴルフ会員権評価損 7,004 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,870 2,373

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,881 △164,806

賞与引当金の増減額（△は減少） 452 2,121

為替差損益（△は益） 4,830 10,506

支払利息 8,567 8,652

有形固定資産売却損益（△は益） － 4,778

売上債権の増減額（△は増加） 225,289 723,010

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,080 △80,310

仕入債務の増減額（△は減少） 1,604 △77,940

その他 △24,334 △5,912

小計 347,837 338,509

利息及び配当金の受取額 540 5,402

利息の支払額 △8,542 △8,634

保険金の受取額 － 345,501

法人税等の支払額 △215,276 △22,783

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,558 657,994

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 △22,871 △33,738

無形固定資産の取得による支出 △2,089 △6,598

有形固定資産の売却による収入 － 7,401

保険積立金の解約による収入 － 199,763

保険積立金の積立による支出 △9,248 △3,605

その他 △2,148 2,517

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,358 165,740

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） 141,798 160,632

長期借入金の返済による支出 △111,470 △94,218

配当金の支払額 － △34,728

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,328 31,686

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,560 △7,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,967 847,434

現金及び現金同等物の期首残高 1,070,812 1,159,952

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,185,780 2,007,386
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該当事項はありません。   

     

該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

１．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 

                                            （単位:千円） 

（注）1.セグメント利益の調整額1,019千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

      2.セグメント利益又は損失の金額の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

１．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 

                                            （単位:千円） 

（注）1.セグメント損失の調整額 千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

      2.セグメント損失の金額の合計額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。 

  

２．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。 

   

   該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  
  

  
報告セグメント  

  調整額 
(注)1 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)2  
日本 米国 計 

売上高           

(1)外部顧客への売上高  1,295,136  233,559  1,528,696  －  1,528,696

  (2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 37,551  －  37,551  (37,551)  －

計  1,332,688  233,559  1,566,247  (37,551)  1,528,696

セグメント利益又は損失（△）  226,221  △72,534  153,686  1,019  154,705

  
  

  
報告セグメント  

  調整額 
(注)1 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)2  
日本 米国 計 

売上高           

(1)外部顧客への売上高  1,257,460  517,227  1,774,687  －  1,774,687

  (2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 148,024  －  148,024  (148,024)  －

計  1,405,485  517,227  1,922,712  (148,024)  1,774,687

セグメント損失（△）  △69,935  △17,870  △87,806  (14,544)  △102,351

△14,544

（７）重要な後発事象
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