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1.  平成25年9月期第3四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年6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 ％

25年9月期第3四半期 4,489 △8.9 △263 ― △124 ― △411 ―
24年9月期第3四半期 4,931 1.6 115 △11.9 66 △8.6 2 △87.4

（注）包括利益 25年9月期第3四半期 △258百万円 （―％） 24年9月期第3四半期 71百万円 （197.4％）

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9月期第3四半期 △37.18 ―
24年9月期第3四半期 0.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年9月期第3四半期 7,143 2,688 37.6 219.84
24年9月期 7,019 2,700 38.5 254.17
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  2,688百万円 24年9月期  2,700百万円

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9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年9月期 ― 0.00 ―
25年9月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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 6,200 △4.6 △220 ― △110 ― △400 ― △35.19



(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25年４月15日付で、第三者割当増資により、普通株式1,604,200株を発行しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中であります。 

※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予測に関する記述は、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、
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

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9月期3Q 12,229,200 株 24年9月期 10,625,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期3Q 380 株 24年9月期 380 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期3Q 11,077,087 株 24年9月期3Q 10,624,741 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における我が国経済は、日本銀行の金融政策や政府の経済対策への期待感から円高水

準の是正や株価の回復が進むなど改善の動きがみられましたが、その一方で原材料価格の上昇や欧州経済の停滞、

また新興国の景気減速などもあり、景気の先行きに対する不透明感は依然、払拭されておりません。 

 当社グループが属するゴルフ用品業界は、東日本大震災以降、販売の不振が続き、厳しい環境下にあります。ま

た健康食品業界においては、市場の安定的な成長が見込まれるものの、店頭売上比率の減少により、新たな販売ル

ートの確立が求められております。 

 このような状況の下、当社では、ゴルフ関連事業において、アスリート向け商品のラインナップを拡充し、試打

会等を通じて顧客の獲得に努めました。また健康食品関連事業では、30周年記念「禁煙パイポ」と衛生用品の販売

強化で、健康食品全体の売上低迷に対応しました。海外では、中国の現地法人を拠点に、中国における小売店との

取引数拡大のため積極的な営業活動を展開してまいりました。 

 しかし、ゴルフ部門での大型新商品の導入が少なかったこと、また健康食品部門では昨年好調だったダイエット

系商品の売上が減少したこと、更に輸出部門がアジア地区における代理店の在庫調整等で受注が減少したことに加

え、北米地区への売上を現地代理店との問題から停止していることなどにより、売上が減少しました。 

 利益面では、為替相場の円安の進行により原材料費及び海外生産品の製造コストが上昇し、利益率が低下しまし

た。また海外代理店に対する貸倒引当金繰入額の計上及び訴訟に伴う損失の計上により、大幅な利益減となりまし

た。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が4,489百万円（前年同四半期比8.9％減）、営業損失が

263百万円（前年同四半期は営業利益115百万円）、経常損失は124百万円（前年同四半期は経常利益66百万円）、

四半期純損失は411百万円（前年同四半期は四半期純利益2百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ124百万円増加し、7,143百万円となり

ました。これは主に貸倒引当金の増加395百万円及び受取手形及び売掛金の減少137百万円に対し、投資その他の資

産のその他が535百万円、繰延税金資産が162百万円増加したことなどによるものであります。  

 負債は前連結会計年度末に比べ136百万円増加し、4,454百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が

261百万円減少したことに対し、短期及び長期借入金が312百万円、流動負債のその他が75百万円増加したことなど

によるものであります。 

  純資産は前連結会計年度末に比べ12百万円減少し、2,688百万円となりました。これは主に第三者割当増資によ

る資本金149百万円、資本剰余金149百万円の増加及び繰延ヘッジ損益が70百万円、為替換算調整勘定が82百万円増

加したことに対し、四半期純損失が411百万円、剰余金の配当が53百万円により減少したためであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年９月期連結業績につきましては、第３四半期連結累計期間までの業績動向を踏まえ、平成25年５月10日

に公表しました通期業績予想を修正いたしております。 

 詳細につきましては、本日（平成25年８月６日）発表の「業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知ら

せ」をご覧下さい。   

  

   

（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 

 当社及び国内連結子会社は、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10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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 700,720 684,738

受取手形及び売掛金 1,476,233 1,338,743

商品及び製品 1,104,162 1,100,496

仕掛品 53,180 38,953

原材料及び貯蔵品 856,575 754,056

繰延税金資産 135,878 140,381

その他 321,035 376,327

貸倒引当金 △90,469 △94,322

流動資産合計 4,557,316 4,339,374

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 253,268 244,096

土地 764,786 764,786

その他（純額） 84,897 77,250

有形固定資産合計 1,102,952 1,086,133

無形固定資産 15,972 12,453

投資その他の資産   

投資有価証券 663,225 725,754

繰延税金資産 317,071 474,787

その他 432,131 967,951

貸倒引当金 △83,771 △475,263

投資その他の資産合計 1,328,656 1,693,230

固定資産合計 2,447,581 2,791,817

繰延資産   

開業費 14,119 12,001

繰延資産合計 14,119 12,001

資産合計 7,019,018 7,143,193
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,055,725 794,311

短期借入金 2,063,991 2,303,088

リース債務 6,316 6,430

未払法人税等 18,151 12,865

製品保証引当金 － 9,918

返品調整引当金 61,835 50,811

その他 335,619 411,528

流動負債合計 3,541,639 3,588,953

固定負債   

長期借入金 664,600 737,824

製品保証引当金 26,222 12,888

リース債務 10,223 5,257

資産除去債務 8,753 8,766

その他 67,125 101,129

固定負債合計 776,924 865,866

負債合計 4,318,563 4,454,820

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,046,500 1,196,492

資本剰余金 612,137 762,130

利益剰余金 1,280,112 815,139

自己株式 △160 △160

株主資本合計 2,938,590 2,773,602

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 7

繰延ヘッジ損益 △66,590 3,425

為替換算調整勘定 △171,545 △88,663

その他の包括利益累計額合計 △238,135 △85,229

純資産合計 2,700,454 2,688,372

負債純資産合計 7,019,018 7,143,193
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,931,026 4,489,830

売上原価 2,850,989 2,723,627

売上総利益 2,080,036 1,766,202

販売費及び一般管理費 1,964,686 2,029,924

営業利益又は営業損失（△） 115,349 △263,721

営業外収益   

受取利息 6,929 6,444

為替差益 － 164,132

負ののれん償却額 26,968 26,968

持分法による投資利益 19,756 2,175

その他 19,175 36,511

営業外収益合計 72,829 236,231

営業外費用   

支払利息 97,845 89,582

為替差損 7,927 －

その他 15,457 7,613

営業外費用合計 121,230 97,196

経常利益又は経常損失（△） 66,948 △124,685

特別利益   

受取補償金 － 25,000

その他 － 862

特別利益合計 － 25,862

特別損失   

固定資産除却損 2,169 4,060

損害賠償金 － 36,655

訴訟損失引当金繰入額 － 53,909

貸倒引当金繰入額 － 410,496

会員権評価損 9,000 －

長期前払費用償却 － 2,474

特別損失合計 11,169 507,596

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（△）

55,779 △606,419

法人税、住民税及び事業税 8,378 8,479

法人税等調整額 44,502 △203,049

法人税等合計 52,880 △194,570

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,898 △411,849

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,898 △411,849
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（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,898 △411,849

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 6

繰延ヘッジ損益 80,862 70,016

為替換算調整勘定 536 △937

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,391 83,819

その他の包括利益合計 69,007 152,906

四半期包括利益 71,905 △258,943

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 71,905 △258,943

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

   

 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）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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