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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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 ％

24年12月期第3四半期 46,001 11.8 3,480 500.8 3,581 1,444.0 1,756 206.0
23年12月期第3四半期 41,142 △13.0 579 △85.1 231 △93.7 573 △74.8

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 2,066百万円 （704.8％） 23年12月期第3四半期 256百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 61.64 ―
23年12月期第3四半期 20.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 52,184 35,714 67.0
23年12月期 52,479 35,215 64.8
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  34,967百万円 23年12月期  33,991百万円

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  
平成23年７月１日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割いたしました。平成23年12月期第2四半期末配当金は当該株式分割を考慮しておりま
せん。なお、当該株式分割が平成23年12月期期首に行われたと仮定した場合の平成23年12月期第2四半期末配当金は１株当たり20円00銭、年間配当金は１
株当たり40円00銭に相当いたします。 

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

23年12月期 ― 2,000.00 ― 20.00 2,020.00
24年12月期 ― 20.00 ―
24年12月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31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  ：  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 62,000 5.6 4,000 40.1 4,000 59.6 1,800 △4.8 62.92



(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） 

※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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料の発表日段階において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく異な
る可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、Ｐ３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期3Q 29,000,000 株 23年12月期 29,000,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 137 株 23年12月期 300,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 28,489,912 株 23年12月期3Q 28,700,000 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（平成24年１月１日～９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要

などによる持ち直しの動きは見られたものの、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しました。 

一方、世界経済は、全体としては緩やかな回復傾向にはあるものの、欧州の債務危機の影響等により減速感が広が

り、アジア地域の成長率も鈍化傾向で推移するなど、力強さに乏しい状況となりました。 

当社グループを取り巻く環境は、国内においては東日本大震災からの回復により、ゴルフ・テニスのプレー数、用

品市況ともに前年同期を上回ったものの、個人消費は依然として弱含みであり、用品市況は総じて厳しい状況で推移

しました。米国では春先に好天に恵まれたことでゴルフのプレー数が増加するとともに、ゴルフ用品市場においても

前年同期を上回る状況で推移しました。 

このような経営環境のなか、当社グループは、国内市場において昨年12月に発売した主力のゴルフクラブ新商品

「ゼクシオ セブン(＝７代目ゼクシオ)」が幅広く支持され、好調に推移しました。プロ・上級者向けのゴルフクラ

ブとしては「スリクソンＺ」シリーズを８月から順次投入し、好調な立ち上がりとなりました。ゴルフボールでは、

力強いライナー性の弾道で飛び性能を高めた「ゼクシオ ＬＸ」を４月に投入し積極的な拡販に努めました。これら

の結果、ゴルフクラブ、ゴルフボールともに店頭販売シェアはNo.１※となり、国内売上高は前年同期を上回りまし

た。 

 一方、海外市場においては、アジアでの事業拡大のスピードアップを図るため２月に上海事務所を開設し、販売子

会社との連携を強化するとともに、韓国や中国、東南アジアで「ゼクシオ セブン」の拡販に注力したことなどか

ら、アジア地域での売上高は前年同期を上回りました。また、欧米ではクリーブランドゴルフのゴルフクラブ新商品

や「スリクソン」のゴルフボールを軸に積極的な販売活動を進めました。しかし、北米でゴルフクラブの販売が苦戦

したことにより減収となり、円高の影響も加わり、海外売上高は前年並みに留まりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比111.8％）、営業利益は 百万円

（前年同期比600.8％）、経常利益は 百万円（前年同期比1,544.0％）、四半期純利益は 百万円（前年同期

比306.0％）となりました。 

 セグメントの状況につきましては、スポーツ用品事業では、売上高は 百万円（前年同期比113.1％）、営業

利益は 百万円（前年同期比491.5％）となりました。一方、サービス・ゴルフ場運営事業では、売上高は

百万円（前年同期比96.7％）、営業損失は 百万円（前年同期は155万円の営業損失）となりました。 

※矢野経済研究所調べによる2012年１～９月の金額シェア 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期末における総資産は 百万円となりました。現金及び預金が 百万円、商品及び製品が 百

万円それぞれ増加となりましたが、受取手形及び売掛金が 百万円、無形固定資産が 百万円それぞれ減少した

こと等により、総資産は前期末と比較して 百万円の減少となりました。  

 負債合計は 百万円となりました。支払手形及び買掛金が 百万円、未払法人税等が 百万円それぞれ増加

しましたが、短期借入金が 百万円減少したこと等により、負債合計は前期末と比較して 百万円の減少となり

ました。 

 純資産は 百万円となりました。株式交換による連結子会社株式の取得等で少数株主持分が 百万円減少し

ましたが、利益剰余金が 百万円増加したこと及び自己株式が 百万円減少したこと等により、純資産は前期末と

比較して 百万円の増加となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は67.0％となり、前期末から2.2ポイント増加しました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

46,001 3,480

3,581 1,756

42,798

3,535 3,202

69

52,184 294 1,112

1,160 651

295

16,469 447 350

1,758 795

35,714 476

617 216

499



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、直近の実績及び北米での減収が見込まれることなどを勘案した結果、平

成24年12月期第２四半期決算発表時（平成24年８月８日）に公表しました業績予想を下記のとおり修正いた

しました。 

平成24年12月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 

  なお、上記の業績予想は、本資料の発表日段階において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想数値と大きくことなる可能性があります。 

  

（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 

(有形固定資産の減価償却の方法及び耐用年数の変更) 

 有形固定資産の減価償却の方法については、従来、当社及び国内連結子会社は一部の建物を除き主に定率法を採

用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。この変更は、海外調達割合の増 

加に鑑み、コスト比較を適切に実施し、損益管理をより精緻に行うとともに、グループ内の会計処理方針の統一を

図るために変更したものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益は、それぞれ 百万円増加しております。 

 また、当社は第１四半期連結会計期間より、一部の有形固定資産の耐用年数を変更しております。 

 この変更に伴い、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ 百万円増加しております。   

 なお、セグメントに与える影響については、セグメント情報等に記載しております。 

  

（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。 

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  63,000  4,500  4,500  2,500  87.11

今回修正予想（Ｂ）  62,000  4,000  4,000  1,800  62.92

増減額（Ｂ－Ａ）  △1,000  △500  △500  △700 － 

増減率（％）  △1.6  △11.1  △11.1  △28.0 － 

（ご参考）前期実績 

（平成23年12月期） 
 58,695  2,855  2,506  1,890  65.86

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

225

20



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,408 2,702

受取手形及び売掛金 13,930 12,769

商品及び製品 6,097 7,210

仕掛品 382 516

原材料及び貯蔵品 2,335 2,277

その他 3,240 3,352

貸倒引当金 △301 △370

流動資産合計 28,093 28,458

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,289 2,230

機械装置及び運搬具（純額） 1,549 1,574

土地 3,063 3,057

その他（純額） 1,292 1,578

有形固定資産合計 8,195 8,440

無形固定資産   

のれん 6,561 6,223

その他 3,060 2,746

無形固定資産合計 9,621 8,969

投資その他の資産   

長期貸付金 2,928 2,921

その他 4,094 3,753

貸倒引当金 △453 △358

投資その他の資産合計 6,568 6,315

固定資産合計 24,386 23,725

資産合計 52,479 52,184



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,603 5,051

短期借入金 3,183 1,425

未払法人税等 656 1,007

賞与引当金 267 628

売上値引引当金 403 652

その他 4,899 4,555

流動負債合計 14,014 13,320

固定負債   

退職給付引当金 1,513 1,512

引当金 76 30

その他 1,660 1,604

固定負債合計 3,250 3,148

負債合計 17,264 16,469

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,207 9,207

資本剰余金 9,207 9,294

利益剰余金 16,505 17,122

自己株式 △216 △0

株主資本合計 34,704 35,624

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28 △20

繰延ヘッジ損益 △24 2

為替換算調整勘定 △659 △638

その他の包括利益累計額合計 △712 △657

少数株主持分 1,223 747

純資産合計 35,215 35,714

負債純資産合計 52,479 52,184



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 41,142 46,001

売上原価 20,189 22,102

売上総利益 20,953 23,898

販売費及び一般管理費 20,373 20,418

営業利益 579 3,480

営業外収益   

受取利息 24 21

受取配当金 4 5

為替差益 － 14

貸倒引当金戻入額 52 58

その他 115 111

営業外収益合計 197 210

営業外費用   

支払利息 56 48

為替差損 374 －

持分法による投資損失 51 17

その他 61 43

営業外費用合計 544 109

経常利益 231 3,581

特別利益   

適格退職年金終了益 102 －

過年度長期前払費用償却戻入額 53 －

特別利益合計 156 －

特別損失   

固定資産除売却損 48 16

減損損失 － 37

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53 －

災害による損失 183 －

アドバイザリー費用 117 32

役員退職金 － 128

特別損失合計 402 214

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（△）

△14 3,366

法人税、住民税及び事業税 396 1,304

法人税等調整額 △1,050 51

法人税等合計 △654 1,355

少数株主損益調整前四半期純利益 640 2,011

少数株主利益 66 255

四半期純利益 573 1,756



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 640 2,011

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13 9

繰延ヘッジ損益 △34 26

為替換算調整勘定 △327 21

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △1

その他の包括利益合計 △383 55

四半期包括利益 256 2,066

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 231 1,814

少数株主に係る四半期包括利益 24 252



該当事項はありません。   

     

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  

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日） 

（単位：百万円）

 (注)１．セグメント利益又は損失の調整額15百万円には、セグメント間取引消去等が含まれております。 

   ２．セグメント利益又は損失は、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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日） 

（単位：百万円）

 (注)１．セグメント利益又は損失の調整額14百万円には、セグメント間取引消去等が含まれております。 

   ２．セグメント利益又は損失は、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。 

   ３．会計方針の変更等  

（有形固定資産の減価償却の方法及び耐用年数の変更） 

 有形固定資産の減価償却の方法については、従来、当社及び国内連結子会社は一部の建物を除き主に定率 

法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。この変更は、海外 

調達割合の増加に鑑み、コスト比較を適切に実施し、損益管理をより精緻に行うとともに、グループ内の会 

計処理方針の統一を図るために変更したものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、「スポーツ用品事業」でセグメント利益が 百万円増

加し、「サービス・ゴルフ場運営事業」でセグメント損失が 百万円減少しております。  

 また、当社は第１四半期連結会計期間より、一部の有形固定資産の耐用年数を変更しております。 

 この変更に伴い、従来の耐用年数によった場合と比べ、「スポーツ用品事業」でセグメント利益が 百万

円増加しております。 

  

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）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  

 
スポーツ用品 

  

サービス・ 
ゴルフ場運営

計 
  

売上高           

外部顧客への売上高  37,830  3,312  41,142  －  41,142

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 74  516  591  (591)  －

計  37,905  3,828  41,734  (591)  41,142

セグメント利益又は損失(△)  719  △155  563  15  579

  

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  

 
スポーツ用品 

  

サービス・ 
ゴルフ場運営

計 
  

売上高           

外部顧客への売上高  42,798  3,202  46,001  －  46,001

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 55  172  227  (227)  －

計  42,854  3,375  46,229  (227)  46,001

セグメント利益又は損失(△)  3,535  △69  3,466  14  3,480

222
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（５）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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