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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第1四半期 14,116 △4.4 334 △73.8 236 △83.4 △91 ―
24年12月期第1四半期 14,768 8.2 1,277 83.1 1,425 83.8 827 58.6

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 547百万円 （△58.9％） 24年12月期第1四半期 1,332百万円 （81.8％）

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12月期第1四半期 △3.14 ―
24年12月期第1四半期 28.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 54,983 36,101 64.1
24年12月期 53,709 36,196 65.9
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  35,239百万円 24年12月期  35,413百万円

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   

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12月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期(累計) 32,500 2.1 900 △70.0 900 △70.7 300 △82.2 10.34
通期 66,000 7.0 3,000 △21.3 3,000 △29.0 1,400 △13.2 48.28



(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   ：  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12月期1Q 29,000,000 株 24年12月期 29,000,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 137 株 24年12月期 137 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 28,999,863 株 24年12月期1Q 28,640,150 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間(平成25年１月１日～平成25年３月31日)における世界経済は、長引く欧州の債務問題や

中国をはじめとするアジア経済の成長鈍化など不透明な状況の中、米国においては雇用情勢が復調の兆しを見せるな

ど緩やかな回復基調で推移しました。一方、わが国経済は、経済対策、金融政策への期待を背景に円安・株高の進行

や堅調な個人消費等により、明るい兆しが見え始めてきました。 

 当社グループを取り巻く環境は、国内では好天に恵まれ、ゴルフ場入場者は前年同期を上回りましたが、米国では

積雪など悪天候の影響によりシーズンインが遅れ、前年同期を下回りました。 

 また、ゴルフ用品市場は国内・海外ともに新商品投入効果などにより、前年同期を上回る状況で推移しましたが、

テニスにおいては国内の用品市場が伸び悩み、前年同期を下回りました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは３月、新開発の革新的な非円形ディンプルにより、まっすぐ力強い高

弾道と、大きな飛距離を実現するゴルフボール「ゼクシオ XD-AERO」を発売し、好調なスタートを切りました。しか

しながら、主力のゴルフクラブ「ゼクシオセブン」が発売２年目となり減収となったほか、ゴルフ用品、テニスでも

売上が伸びず、国内売上高は前年同期を下回りました。 

 一方、海外市場においては、「スリクソン」を中心にゴルフボールを各地で拡販したほか、米国では「クリーブラ

ンドゴルフ」のウエッジクラブ新商品がシェア№１(※)を奪回するなど好調に推移しました。そのほか、韓国でもゴ

ルフボールと「ゼクシオ」シリーズのゴルフクラブが好調だったことにより、海外売上高は前年同期を上回りまし

た。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比95.6％）、営業利益は 百万円

（前年同期比26.2％）、経常利益は 百万円（前年同期比16.6％）、四半期純損失は 百万円（前年同期は 百万

円の四半期純利益）となりました。なお、前年同期比の減益は、前述にあります「ゼクシオセブン」が前年を下回っ

たことが主な要因であります。 

 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95.2％）、営業利

益は 百万円（前年同期比33.8％）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109.3％）、営業損失は 百万円（前年同期は 百万円の営業損失）となりました。 

※：矢野経済研究所調べ 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間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 百万円減少しま

したが、商品及び製品が 百万円、受取手形及び売掛金が 百万円、その他の流動資産が 百万円それぞれ増

加したこと等により、総資産は前期末と比較して 百万円の増加となりました。 

 負債合計は 百万円となりました。短期借入金が 百万円増加したこと等により、負債合計は前期末と比

較して 百万円の増加となりました。 

 純資産は 百万円となりました。円安の影響で為替換算調整勘定が 百万円増加したほか、少数株主持分が

百万円増加しましたが、配当金の支払い等により利益剰余金が 百万円減少したことなどから、純資産は前期末

と比較して 百万円の減少となりました。 

以上の結果、自己資本比率は64.1％となり、前期末から1.8ポイント減少しました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

14,116 334

236 91 827

13,624

492 491

166 186

54,983 2,773

2,106 646 918

1,274

18,882 1,166

1,369

36,101 431

78 671
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、直近の実績及び外部環境等を勘案した結果、平成24年12月期決算発表時（平成25年

２月14日）に公表しました予想数値を下記のとおり修正いたしました。 
  
平成25年12月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成25年１月１日～平成25年６月30日）  

  

平成25年12月期通期連結業績予想数値の修正（平成25年１月１日～平成25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 

該当事項はありません。 

   

（４）追加情報 

（退職給付引当金）  

 当社の連結子会社であった株式会社ダンロップスポーツ中部の退職一時金制度における退職給付債務の算定方法

を簡便法から原則法に変更しております。この変更は、株式会社ダンロップスポーツマーケティングに吸収合併さ

れたことに伴い、原則法対象会社となったためであります。 

 この変更により、当第１四半期連結累計期間において、簡便法と原則法の差額 百万円を特別損失に計上してお

ります。  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ）  32,000  900  900  300  10.34

今回修正予想（Ｂ）  32,500  900  900  300  10.34

増減額（Ｂ－Ａ）  500 － － － － 

増減率（％）  1.6 － － － － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成24年12月期第２四半期） 
 31,844  2,996  3,076  1,686  59.17

  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）  65,500  3,000  3,000  1,400  48.28

今回修正予想（Ｂ）  66,000  3,000  3,000  1,400  48.28

増減額（Ｂ－Ａ）  500 － － － － 

増減率（％）  0.8 － － － － 

（ご参考）前期実績 

（平成24年12月期） 
 61,702  3,811  4,223  1,611  56.35

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,213 2,440

受取手形及び売掛金 12,702 13,348

商品及び製品 7,591 9,698

仕掛品 386 532

原材料及び貯蔵品 2,478 2,577

その他 3,027 3,946

貸倒引当金 △385 △376

流動資産合計 31,014 32,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,005 2,030

機械装置及び運搬具（純額） 1,619 1,720

土地 2,465 2,480

その他（純額） 1,708 1,702

有形固定資産合計 7,798 7,933

無形固定資産   

のれん 6,097 5,936

その他 2,733 2,746

無形固定資産合計 8,830 8,682

投資その他の資産   

長期貸付金 2,912 2,908

その他 3,484 3,617

貸倒引当金 △331 △326

投資その他の資産合計 6,065 6,199

固定資産合計 22,695 22,815

資産合計 53,709 54,983



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,869 5,998

短期借入金 2,334 3,500

未払法人税等 639 404

賞与引当金 264 608

売上値引引当金 303 328

その他 4,950 4,894

流動負債合計 14,362 15,735

固定負債   

退職給付引当金 1,517 1,579

引当金 31 27

その他 1,601 1,540

固定負債合計 3,150 3,147

負債合計 17,512 18,882

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,207 9,207

資本剰余金 9,294 9,294

利益剰余金 16,973 16,302

自己株式 △0 △0

株主資本合計 35,475 34,804

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24 82

繰延ヘッジ損益 11 19

為替換算調整勘定 △97 333

その他の包括利益累計額合計 △61 435

少数株主持分 782 861

純資産合計 36,196 36,101

負債純資産合計 53,709 54,983



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 14,768 14,116

売上原価 6,618 6,754

売上総利益 8,149 7,361

販売費及び一般管理費 6,871 7,027

営業利益 1,277 334

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 0 1

為替差益 145 －

貸倒引当金戻入額 17 22

その他 34 21

営業外収益合計 205 51

営業外費用   

支払利息 19 10

為替差損 － 95

持分法による投資損失 13 35

その他 24 7

営業外費用合計 57 149

経常利益 1,425 236

特別損失   

固定資産除売却損 3 4

退職給付費用 － 54

減損損失 17 －

特別損失合計 21 59

税金等調整前四半期純利益 1,404 177

法人税、住民税及び事業税 775 322

法人税等調整額 △272 △194

法人税等合計 503 127

少数株主損益調整前四半期純利益 900 49

少数株主利益 72 140

四半期純利益又は四半期純損失（△） 827 △91



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 900 49

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 35 58

繰延ヘッジ損益 93 7

為替換算調整勘定 297 422

持分法適用会社に対する持分相当額 5 8

その他の包括利益合計 431 497

四半期包括利益 1,332 547

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,235 361

少数株主に係る四半期包括利益 97 186



該当事項はありません。 

   

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

（単位：百万円）

 (注)１．セグメント利益又は損失の調整額４百万円には、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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日） 

（単位：百万円）

 (注)１．セグメント利益又は損失の調整額７百万円には、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。 

   

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  14,318  449  14,768  －  14,768

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 18  77  95  (95)  －

計  14,336  527  14,863  (95)  14,768

セグメント利益又は損失(△)  1,458  △186  1,272  4  1,277

  

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  13,624  491  14,116  －  14,116

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7  16  24  (24)  －

計  13,632  507  14,140  (24)  14,116

セグメント利益又は損失(△)  492  △166  326  7  334

（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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