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(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３四半期 2,542 43.3 535 643.7 579 － 396 －

2021年２月期第３四半期 1,773 △14.5 71 △27.5 50 △45.8 28 △58.3

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３四半期 61.27 －

2021年２月期第３四半期 4.34 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第３四半期 6,204 4,633 74.7

2021年２月期 5,498 4,366 79.4

（参考）自己資本 2022年２月期第３四半期 4,633百万円 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） 35.00 35.00

（％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 3,250 24.8 610 207.4 641 227.8 434 243.0 67.16

１．2022年２月期第３四半期の業績（2021年３月１日～2021年11月30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

（注）詳細は、添付書類P2「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

参照ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年２月期３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 6,466,475株 2021年２月期３Ｑ 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）本資料に掲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、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利用にあたっての

注意事項については、添付資料P．２「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3四半期累計期間
（自　2021年３月１日

　　至　2021年11月30日）
前年同期比（%）

ゴルフシャフト製造販売（千円） 2,381,410 48.9

ゴルフクラブ組立加工及びその他（千円） 161,439 △7.8

合計（千円） 2,542,849 43.3

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３四半期累計期間における我が国経済は、ワクチン接種の進展などを背景に、個人消費の持ち直し傾向が

見られましたが、感染症の再拡大リスクに関しては今後も留意が必要であり、先行きについても依然として不透

明な状況が続くと思われます。

こうした外的環境ではありますが、ゴルフ業界につきましては、密を避けたレジャーとして国内外ともに高い

需要が継続しており、市場全体が好調に推移いたしました。

このような状況の中、当社は生産の増強を引き続き実施し、受注増に対しても安定供給が実施できたこと等に

より、増収増益となりました。

この結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高2,542,849千円（前年同四半期比43.3％増）、営業利益

535,344千円（前年同四半期比643.7％増）、経常利益579,691千円（前年同四半期比1044.9％増）、四半期純利益

396,177千円（前年同四半期比1312.1％増）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、ゴルフシャフト等の製造販売を柱とし、

その他ゴルフクラブ組立加工事業を行っております。

したがって、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

資産、負債及び純資産の状況

　(資産)

　　　当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ705,535千円増加し、6,204,491千円となりまし

た。

　　　主な要因は、売上の増加に伴い、流動資産において売上債権が159,486千円及び現金及び預金が541,350千円

増加したことによるものであります。

　(負債)

　　　当第３四半期会計期間末の負債総額は、前事業年度末に比べ438,718千円増加し、1,571,452千円となりまし

た。

　　　主な要因は、受注増加に伴う運転資金調達により短期借入金が233,199千円増加し、また、増益により未払

法人税等が117,514千円増加したことによるものであります。

　(純資産)

　　　当第３四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266,817千円増加し、4,633,038千円とな

りました。

　　　主な要因は、四半期純利益396,177千円の計上となった一方、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74.7％となり前事業年度末と比べ4.7ポイント減少しました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルス感染収束が見えない中、厳しい経営環境が続くことが予想されます。

2022年2月期業績予想についての詳細は、2022年1月12日付けで公表いたしましたとおりであります。

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３四半期会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,342,883 3,884,234

受取手形及び売掛金 721,259 880,746

商品及び製品 213,601 192,346

仕掛品 101,888 103,353

原材料及び貯蔵品 79,034 91,392

未収消費税等 3,340 －

その他 11,028 10,421

貸倒引当金 △705 △877

流動資産合計 4,472,331 5,161,617

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 511,676 479,076

土地 195,701 195,701

その他（純額） 73,071 80,414

建設仮勘定 － 864

有形固定資産合計 780,448 756,056

無形固定資産 31,729 36,446

投資その他の資産 214,446 250,371

固定資産合計 1,026,624 1,042,874

資産合計 5,498,956 6,204,491

負債の部

流動負債

買掛金 304,433 272,352

短期借入金 331,935 565,134

未払法人税等 71,669 189,183

賞与引当金 38,146 6,235

その他 59,492 186,688

流動負債合計 805,677 1,219,593

固定負債

退職給付引当金 65,687 74,888

役員退職慰労引当金 181,446 196,003

資産除去債務 79,923 80,966

固定負債合計 327,057 351,859

負債合計 1,132,734 1,571,452

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３四半期会計期間
(2021年11月30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 3,883,378

自己株式 △423,476 △423,504

株主資本合計 4,365,320 4,632,139

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 901 898

評価・換算差額等合計 901 898

純資産合計 4,366,221 4,633,038

負債純資産合計 5,498,956 6,204,491
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年11月30日)

売上高 1,773,967 2,542,849

売上原価 951,100 1,232,795

売上総利益 822,867 1,310,054

販売費及び一般管理費 750,884 774,710

営業利益 71,983 535,344

営業外収益

受取利息 185 87

受取配当金 531 531

為替差益 － 40,297

雇用調整助成金 14,760 －

雑収入 5,332 5,616

営業外収益合計 20,809 46,533

営業外費用

支払利息 1,910 1,894

為替差損 40,201 －

雑損失 47 292

営業外費用合計 42,158 2,186

経常利益 50,633 579,691

特別利益

固定資産売却益 714 1,334

保険解約返戻金 911 1,214

特別利益合計 1,626 2,548

特別損失

固定資産除却損 186 145

特別損失合計 186 145

税引前四半期純利益 52,072 582,094

法人税、住民税及び事業税 43,947 219,100

法人税等調整額 △19,931 △33,183

法人税等合計 24,015 185,916

四半期純利益 28,056 396,177

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）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。

（四半期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。

（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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