
　　　　
　

2022年２月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2021年10月13日

上場会社名 株式会社グラファイトデザイン 上場取引所  東

コード番号 7847 ＵＲＬ  https://www.gd-inc.co.jp

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）山田　拓郎

問合せ先責任者 （役職名）常務取締役管理部部長 （氏名）窪田　悟 ＴＥＬ  0494-62-2800

四半期報告書提出予定日 2021年10月15日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無：無

四半期決算説明会開催の有無      ：無

(百万円未満切り捨て）

（１）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 ％

2022年２月期第２四半期 1,517 60.6 251 － 273 － 185 －

2021年２月期第２四半期 944 △34.2 △74 － △84 － △63 －

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

2022年２月期第２四半期 28.74 －

2021年２月期第２四半期 △9.83 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第２四半期 5,483 4,424 80.7

2021年２月期 5,498 4,366 79.4

（参考）自己資本 2022年２月期第２四半期 4,424百万円 2021年２月期 4,366百万円

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

2021年２月期 － 0.00 － 20.00 20.00

2022年２月期 － 0.00

2022年２月期（予想） － 20.00 20.00

（％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
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 2,800 7.5 380 91.5 389 98.8 251 98.9 38.94

１．2022年２月期第２四半期の業績（2021年３月１日～2021年８月31日）

（２）財政状態

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

３．2022年２月期の業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年２月期２Ｑ 6,945,600株 2021年２月期 6,945,600株

②  期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 479,147株 2021年２月期 479,103株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 6,466,486株 2021年２月期２Ｑ 6,466,536株

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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                  ：無

③  会計上の見積りの変更                    ：無

④  修正再表示                              ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（注）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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた

っての注意事項等については、添付資料P.３「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧ください。
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部門の名称
　当第2四半期累計期間
（自　2021年３月１日

　　至　2021年８月31日）
増減率（%）

ゴルフシャフト製造販売（千円） 1,410,082 71.0

ゴルフクラブ組立加工及びその他（千円） 107,684 △10.3

合計（千円） 1,517,767 60.6

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間における我が国経済は、感染が再拡大した新型コロナウイルスの流行が収まらず、度重

なる緊急事態宣言等の発令により、行動制限を課される厳しい状況が継続している中、ワクチン接種の普及が進

み、感染拡大の収束、景気の持ち直しが期待されますが、経済状況は厳しい状況で推移しております。また、米

中貿易摩擦や感染拡大の収束時期など不透明な状況であり、依然として厳しい状況が続くものと思われます。

こうした外的環境の中ゴルフ市場は、三密を避けられるスポーツとして定着し、新規ゴルファー等も増加傾向

にあり、前年度後半以降好調に推移しております。

このような状況の中、当社はゴルフシャフト等の受注量の拡大に傾注した結果、ゴルフシャフトの受注量が想

定を上回り売上高及び各段階利益とも大幅な増加となりました。

　この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高1,517,767千円（前年同四半期比60.6%増）、営業利益

251,347千円（前年同四半期は営業損失74,908千円）、経常利益273,438千円（前年同四半期は経常損失84,982千

円）、四半期純利益185,863千円（前年同四半期は四半期純損失63,588千円）となりました。

　　　セグメントの業績については、下記のとおりであります。

 　　当社は、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等の製造販売を柱とし、ゴルフクラブ組立

加工事業を行っております。従って、経営の多角化を示すような事業の種類がないため、記載しておりません

が、売上集計区分である売上構成について記載しております。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

　　　当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ15,639千円減少し、5,483,316千円となりまし

た。

　　　主な要因は、流動資産において、売上債権が154,107千円減少したものの、現金及び預金が123,130千円増

加したことによるものであります。

　(負債)

　　　当第２四半期会計期間末の負債総額は、前事業年度末に比べ74,195千円減少し、1,058,539千円となりまし

た。

　　　主な要因は、短期借入金が123,598千円減少したものの、未払法人税等が34,783千円増加したことによるも

のであります。

　　(純資産)

　　　当第２四半期会計期間末の純資産については、前事業年度末と比べ58,555千円増加し、4,424,776千円とな

りました。

　　　　主な要因は、四半期純利益を185,863千円計上した一方、配当金支払い決議により129,329千円発生したこと

によるものであります。

この結果、自己資本比率は80.7％となり前事業年度末と比べ1.3ポイント増加しました。
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②キャッシュ・フローの状況

  　    当第２四半期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、前事業年度末

に比べ123,130千円増加し、3,466,014千円となりました。

　　　当第２四半期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）

 　　　 営業活動における資金は、409,586千円の獲得（前年同四半期は174千円の獲得）となりました。

　　 　 主な要因は、税引前四半期純利益が275,284千円となり、売上債権が154,107千円減少し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）

 　　   投資活動における資金は、42,682千円の使用（前年同四半期は20,376千円の使用）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16,953千円発生し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、252,932千円の使用（前年同四半期は166,941千円の使用）となりました。

  　　  主な要因は、短期借入金の返済123,598千円と配当金の支払い129,305千円が発生したことによるものであり

ます。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期におきましては、2021年９月１日に「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、

通期業績予想を修正しております。詳しくは、2021年９月１日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。

なお、今後の経営環境や販売先での生産調整等、不確定要素を多分に含みます。また、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、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。
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年２月28日)

当第２四半期会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,342,883 3,466,014

受取手形及び売掛金 721,259 567,151

商品及び製品 213,601 207,625

仕掛品 101,888 107,980

原材料及び貯蔵品 79,034 90,080

未収消費税等 3,340 －

その他 11,028 10,914

貸倒引当金 △705 △566

流動資産合計 4,472,331 4,449,201

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 511,676 490,215

土地 195,701 195,701

その他（純額） 73,071 88,360

有形固定資産合計 780,448 774,277

無形固定資産 31,729 34,867

投資その他の資産 214,446 224,970

固定資産合計 1,026,624 1,034,115

資産合計 5,498,956 5,483,316

負債の部

流動負債

買掛金 304,433 287,736

短期借入金 331,935 208,337

未払法人税等 71,669 106,452

賞与引当金 38,146 41,432

その他 59,492 66,727

流動負債合計 805,677 710,686

固定負債

退職給付引当金 65,687 76,093

役員退職慰労引当金 181,446 191,141

資産除去債務 79,923 80,619

固定負債合計 327,057 347,853

負債合計 1,132,734 1,058,539

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年２月28日)

当第２四半期会計期間
(2021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 3,616,530 3,673,064

自己株式 △423,476 △423,504

株主資本合計 4,365,320 4,421,825

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 901 2,951

評価・換算差額等合計 901 2,951

純資産合計 4,366,221 4,424,776

負債純資産合計 5,498,956 5,483,316
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 944,875 1,517,767

売上原価 516,718 759,937

売上総利益 428,157 757,829

販売費及び一般管理費 503,065 506,482

営業利益又は営業損失（△） △74,908 251,347

営業外収益

受取利息 165 74

受取配当金 531 531

為替差益 － 17,459

貸倒引当金戻入額 61 139

雇用調整助成金 11,085 －

雑収入 4,036 5,092

営業外収益合計 15,880 23,296

営業外費用

支払利息 1,083 1,101

為替差損 24,824 －

雑損失 47 102

営業外費用合計 25,954 1,204

経常利益又は経常損失（△） △84,982 273,438

特別利益

固定資産売却益 714 1,334

保険解約返戻金 126 511

特別利益合計 841 1,846

特別損失

固定資産除却損 186 0

特別損失合計 186 0

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △84,328 275,284

法人税、住民税及び事業税 1,775 96,128

法人税等調整額 △22,515 △6,706

法人税等合計 △20,740 89,421

四半期純利益又は四半期純損失（△） △63,588 185,863

（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失

（△）
△84,328 275,284

減価償却費 41,623 44,216

保険解約返戻金 △126 △511

貸倒引当金の増減額（△は減少） △61 △139

受取利息及び受取配当金 △696 △605

支払利息 1,083 1,101

為替差損益（△は益） 18,158 △9,158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,305 9,695

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,245 10,405

賞与引当金の増減額（△は減少） 628 3,286

固定資産売却損益（△は益） △714 △1,334

固定資産除却損 186 0

売上債権の増減額（△は増加） 61,577 154,107

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,162 △11,161

仕入債務の増減額（△は減少） 57,354 △16,697

その他 △28,468 14,492

小計 △26,395 472,982

利息及び配当金の受取額 696 604

利息の支払額 △1,119 △1,112

法人税等の支払額 △2,718 △62,888

法人税等の還付額 29,711 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 174 409,586

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 △14,121 △33,143

無形固定資産の取得による支出 △2,832 △9,182

有形固定資産の売却による収入 714 3,181

保険積立金の積立による支出 △4,753 △4,749

保険積立金の解約による収入 126 710

貸付金の回収による収入 488 501

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,376 △42,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △44,502 △123,598

自己株式の取得による支出 － △28

配当金の支払額 △122,439 △129,305

財務活動によるキャッシュ・フロー △166,941 △252,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,158 9,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,303 123,130

現金及び現金同等物の期首残高 3,466,513 3,342,883

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,261,210 3,466,014

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　　　該当事項はありません。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症による影響)

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、前事業年度の有価証券報告書の

（追加情報）に記載した内容から重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社の報告セグメントは、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を行っております。

　従って、当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーであり単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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