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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における経営環境は、金融緩和等の新たな経済政策に対する期待感から円安や株価上昇

など、景気の持ち直しが見受けられました。しかしながら、税制改正、雇用情勢など、国内の懸念材料は残って

おり、個人所得の向上や消費マインドの完全な回復に至っておらず、依然として先行きは不透明な状況で推移い

たしました。 

 ゴルフ業界におきましては、男子・女子のプロゴルフツアーともに新たな若手スター候補の台頭により、ゴル

フ人気は高まりを見せております。しかし、ゴルフクラブ販売は、横ばいの状況が続いております。  

 このような状況の中、当社はゴルフシャフトの販売の拡大と自転車フレーム等製造販売事業の販売拡大に傾注

してまいりました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の業績は、自社ブランドシリーズが順調に推移したことから売上高 

千円、営業利益 千円、経常利益 千円、四半期純利益 千円となりました。 

なお、前第３四半期連結累計期間は、四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期累計期間と

の比較分析は行っておりません。 

  

   セグメントについては、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

立加工事業及び自転車フレーム等製造販売を行っております。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、セグメントについては記載しておりませんが売上集計区分である売上高構成について記載してお

ります。       

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

①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 千円増加し、 千円となりまし

た。 

   主な要因は、流動資産において、現金及び預金が 千円増加し、また、売上債権が 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 千円増加し、 千円となりまし

た。  

   主な要因は、売上増加に伴い仕入債務 千円増加し、調達資金として短期借入金が 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 千円増加し、 千円とな

りました。 

   主な要因は、四半期純利益を 千円計上した一方、配当金の支払いが104,183千円発生したことによる

ものであります。 

    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,337,127 941,642 1,052,568 955,339

部門の名称 
当第３四半期累計期間 

（自 平成25年３月１日 
至 平成25年11月30日） 

ゴルフシャフト製造販売（千円）  3,262,835

自転車部品等製造販売（千円）   52,294

ゴルフクラブ組立加工及びその他(千円）  21,996

合計（千円）  3,337,127

1,334,946 5,602,653

1,083,519 294,994

483,299 1,629,719

81,643 307,870

851,647 3,972,934

955,339
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（３）業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期は、経営成績に関する定性的情報において記載のとおりとなりましたが、平成26年1月10日付で

「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、通期売上高4,350百万円を見込んでおりま

す。 

一方、配当予想については、平成26年２月期の期末配当予想を普通配当10円から15円に修正し、また、創業25

周年記念として特別配当10円を加え合計25円に上方修正しております。これは、株主の皆様への公平な利益還元

の観点から検討を重ねました結果、増配することといたしました。 

しかしながら、今後の経営環境や当社の販売先での生産調整等、不確定要素を多分に含みます。なお、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。  

   

   

（１）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。 

    

（２）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。  

   

  該当事項はありません。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,766,429 2,849,948

受取手形及び売掛金 919,149 1,214,143

商品及び製品 277,985 284,691

仕掛品 143,252 138,047

原材料及び貯蔵品 71,314 71,540

繰延税金資産 186,482 182,315

その他 91,788 20,271

貸倒引当金 △1,369 △1,146

流動資産合計 3,455,033 4,759,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 345,491 339,669

土地 195,701 195,701

建設仮勘定 5,750 24,062

その他（純額） 47,222 66,039

有形固定資産合計 594,165 625,472

無形固定資産 52,429 42,762

投資その他の資産 166,078 174,606

固定資産合計 812,673 842,841

資産合計 4,267,706 5,602,653

負債の部   

流動負債   

買掛金 392,654 474,297

短期借入金 304,736 612,606

未払法人税等 2,346 103,993

賞与引当金 30,259 5,324

その他 59,475 147,366

流動負債合計 789,471 1,343,587

固定負債   

長期借入金 199,806 113,509

退職給付引当金 36,507 40,114

役員退職慰労引当金 69,896 78,231

資産除去債務 48,077 48,816

その他 2,661 5,461

固定負債合計 356,949 286,132

負債合計 1,146,420 1,629,719
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25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 1,954,929 2,806,086

自己株式 △20 △20

株主資本合計 3,127,175 3,978,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,888 △5,397

評価・換算差額等合計 △5,888 △5,397

純資産合計 3,121,286 3,972,934

負債純資産合計 4,267,706 5,602,653
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 3,337,127

売上原価 1,636,189

売上総利益 1,700,937

販売費及び一般管理費 759,295

営業利益 941,642

営業外収益  

受取利息 312

受取配当金 508

為替差益 110,502

雑収入 8,180

営業外収益合計 119,503

営業外費用  

支払利息 7,578

雑損失 998

営業外費用合計 8,577

経常利益 1,052,568

特別利益  

固定資産売却益 92

保険解約返戻金 3,236

特別利益合計 3,329

特別損失  

固定資産除却損 654

特別損失合計 654

税引前四半期純利益 1,055,242

法人税、住民税及び事業税 96,161

法人税等調整額 3,742

法人税等合計 99,903

四半期純利益 955,339
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   該当事項はありません。 

    

   該当事項はありません。 

   

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・スポーツサイクル製造販売を行っております。 

 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、記載を省略して

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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