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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第51期

会計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日

売上高（千円） 9,205,247 36,761,898

経常利益（千円） 640,136 1,599,537

四半期（当期）純利益（千円） 421,181 1,479,701

純資産額（千円） 27,297,630 27,398,152

総資産額（千円） 39,055,400 38,011,405

１株当たり純資産額（円） 1,248.30 1,252.90

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
19.26 63.95

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 69.9 72.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
601,219 1,178,488

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△89,690 △1,028,078

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△139,979 △1,561,415

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
5,936,238 5,596,825

従業員数（人） 1,316 1,254

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,316  

　（注）１．提出会社は平成20年６月30日現在、子会社は平成20年３月31日現在の数値であります。

２．従業員数は就業人員数であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,125  

　（注）１．上記のほか常勤嘱託10名がおります。

２．従業員数は就業人員数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、仕入及び販売の状況】

　当社グループの消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の生産実績、仕入実績、販売実

績の金額には消費税等は含まれておりません。

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの
名称

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

 バドミントン用品（千円） 3,099,800 －

 テニス用品（千円） 685,126 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 647,867 －

 その他（千円） 33,848 －

 計（千円） 4,466,642 －

 ゴルフ場（千円） － －

スポーツ施設事業 その他（千円） － －

 計（千円） － －

合計（千円） 4,466,642 －

　（注）　金額は標準販売価格によっており、セグメント間の振替を含んでおります。

(2）仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの
名称

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

 バドミントン用品（千円） 797,441 －

 テニス用品（千円） 487,408 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 293,130 －

 その他（千円） 1,832,388 －

 計（千円） 3,410,368 －

 ゴルフ場（千円） 20,173 －

スポーツ施設事業 その他（千円） － －

 計（千円） 20,173 －

合計（千円） 3,430,542 －

　（注）　金額は仕入価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
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(3）受注状況

　当社グループは販売計画に基づいて生産計画をたて、これにより生産を行っており、受注生産は行っておりませ

ん。

(4）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの
名称

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

 バドミントン用品（千円） 3,983,969 －

 テニス用品（千円） 1,361,628 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 882,139 －

 その他（千円） 2,830,840 －

 計（千円） 9,058,577 －

 ゴルフ場（千円） 121,022 －

スポーツ施設事業 その他（千円） 25,647 －

 計（千円） 146,670 －

合計（千円） 9,205,247 －

　（注）　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２【経営上の重要な契約等】

    当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1）業績の状況

当第１四半期連結会計期間における世界経済は、米国サブプライムローン問題をきっかけとした金融市場の混乱

が継続しており、原油価格や原材料の高騰により消費は低迷し、不透明感が高まっております。

スポーツ用品業界では、８月の北京オリンピックに向け、業界内の製品開発競争が激化しております。

一方、継続的な商品の供給過剰状態は、販売価格の低下を招き、高騰する製造・販売コストの回収を難しくしてお

ります。

このような状況の中、当社グループは、これまで培ってきた技術、デザインの優位性を高めるべく製商品開発に注

力し、継続的に新製品を投入してまいりました。

また、営業においては、契約選手、キャンペーン開催、大会協賛等の豊富な広告宣伝資源を活用し、積極的に世界の

お客様に新製品の提案をしてまいりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は92億５百万円、営業利益は５億35百万円、経常利益は

６億40百万円となりました。四半期純利益は過年度に生じた税務上の繰越欠損金により税負担が軽減した結果４億

21百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①［スポーツ用品事業］

総体的に競技者人口が伸び悩むスポーツ界において、バドミントンの競技者人口はアジアの強国が牽引し、ア

メリカ等の新興国が追従する形で緩やかな増加傾向にあり、北京オリンピックを契機に需要の増大が期待されま

す。当社グループは、この好機を捉え、世界各地での主要大会の協賛、きめ細かい選手の支援、幅広い商品ライン

ナップの充実をもって、バドミントン競技における地位を確固たるものとし、事業収益の柱に据えてまいりまし

た。

テニスについては、過剰供給による廉価販売の影響下、販売は伸び悩んでおりますが、契約プロのアナ・イバノ

ビッチ選手が当第１四半期において女子世界ランキング№１となる等の活躍により話題性は高まっております。

ゴルフでは石川遼、若林舞衣子の両若手契約選手の話題性が高まり、マスコミ、メディア媒体への露出機会が格

段に増加した結果、ブランドイメージの高揚に大きな効果があり、ゴルフ用品の販売は関連商品を含め増大して

おります。

ウエア、シューズを中心とした商品群においては、引き続き好評を頂いている３度涼しいベリークールウェア

と、衝撃吸収と反発性に優れたパワークッションを採用したシューズ等、革新的な素材・技術を拡大投入し、消費

者への浸透を図っております。

この結果、スポーツ用品事業の売上高は90億58百万円、営業利益は５億19百万円となりました。

②［スポーツ施設事業］

ゴルフ場利用者の消費単価が下降傾向にある中、スポーツ施設事業の中核をなすヨネックスカントリークラブ

では、コースコンディションの向上や営業努力により入場者数を増大することが出来ました。

この結果、スポーツ施設事業の売上高は１億46百万円、営業利益は15百万円となりました。
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　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①［日本］

国内市場は、原油価格高の高騰に伴う物価の上昇、住宅市場の低迷、世界経済の不透明感の高まり等によって減

速感が増しております。

バドミントン用品は、オリンピックの期待感から来る明るい話題に支えられ、販売が好調であります。

テニス用品は、価格低迷により苦戦しているものの、クルム伊達公子選手の復帰などにより注目が高まってお

り回復が期待されます。

ゴルフ用品は、ブランドの注目度が高まり販売は増大しておりますが、市況は予断を許さぬ状況であります。

一方、米ドルに対する円高基調から、輸入原材料・商品の調達コストの割高感は幾分和らぎました。

この結果、売上高は81億19百万円、営業利益は５億49百万円となりました。

②［北米］

北米市場は、緊急経済対策による戻し減税により、一時的には消費は回復しているものの、住宅市場は大幅な減

少を続けており、金融機関は住宅のみならず一般企業、消費者向けの与信基準も収縮化させております。

テニス・ゴルフ用品は、市場価格の混乱及び低下から苦戦しております。

当地域では成長種目であるバドミントンの伸張性に期待し、営業・販売促進に注力いたしましたが、業績挽回

には至っておりません。

この結果、売上高は２億93百万円、営業損失は63百万円となりました。

③［ヨーロッパ］

ヨーロッパ市場は、景気全般は堅調に推移しておりますが、国際金融資本市場の変動が及ぼす影響次第では、減

速のリスクを孕んでおります。

バドミントンの販売は安定した業績を残しておりますが、テニスは苦戦しております。

ゴルフでは、欧州最大のゴルフ見本市で最優秀製品賞を受賞したナノスピードｉが英国で好評を博し、販売に

明るい兆しが見えてまいりました。

この結果、売上高は６億31百万円、営業損失は３百万円となりました。

④［アジア（台湾）］

台湾市場は、輸出がアジア近隣諸国向けを中心に堅調ですが、株価下落、インフレ持続から、消費は弱含みで推

移しております。

バドミントンは引き続き好調で、テニスにおいても台湾選手の活躍が話題を呼び追い風となりましたが、納期

対応の遅れにより、一時的に売上は減少いたしました。

この結果、売上高は１億61百万円、営業利益は34百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３

億39百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末は59億36百万円となりました。

　当第１四半期連結会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）

営業活動の結果、得られた資金は６億１百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加によ

るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は89百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は１億39百万円となりました。これは主に、配当金の支払によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、２億３百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 90,000,000

計 90,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 23,405,200 23,405,200
東京証券取引所

（市場第二部）
－

計 23,405,200 23,405,200 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～
平成20年６月30日 － 23,405,200 － 4,706,600 － 7,483,439

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。　
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）

普通株式　 1,537,300
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,862,200 218,622 －

単元未満株式 普通株式　　　 5,700 － －

発行済株式総数 23,405,200 － －

総株主の議決権 － 218,622 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権の数20個)含まれて

おります。　

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

ヨネックス株式会社
東京都文京区湯島三

丁目23番13号
1,537,300 － 1,537,300 6.56

計 － 1,537,300 － 1,537,300 6.56

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 830 845 812

最低（円） 790 792 766

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役
総務統括、総
務部長兼法
務室長

常務取締役
総務統括、法
務室長

連下　　千歳 平成20年７月１日

取締役

新潟生産本
部副本部長、
技術開発総
括

取締役

新潟生産本
部副本部長、
技術開発統
括

小林　　和夫 平成20年７月１日

取締役 社長室長 取締役
総務部長兼
社長室長

津田　　憲三 平成20年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,486,697 6,147,284

受取手形及び売掛金 8,922,943 9,481,169

商品及び製品 2,844,263 2,384,097

仕掛品 797,949 765,502

原材料及び貯蔵品 791,988 710,948

繰延税金資産 540,591 771,922

その他 2,400,549 1,353,565

貸倒引当金 △83,329 △100,152

流動資産合計 22,701,652 21,514,337

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 2,935,930

※
 2,969,641

土地 7,617,937 7,653,740

その他（純額） ※
 2,084,040

※
 2,132,387

有形固定資産合計 12,637,908 12,755,769

無形固定資産 140,845 155,542

投資その他の資産

投資有価証券 131,461 122,245

繰延税金資産 1,168,969 1,118,642

長期預金 2,000,000 2,000,000

その他 865,122 969,952

貸倒引当金 △590,560 △625,084

投資その他の資産合計 3,574,993 3,585,756

固定資産合計 16,353,747 16,497,067

資産合計 39,055,400 38,011,405
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,421,935 3,788,534

未払金 785,566 908,048

未払法人税等 81,587 38,587

未払消費税等 23,693 78,279

賞与引当金 876,252 524,787

役員賞与引当金 － 20,000

設備関係支払手形 32,503 46,546

その他 608,240 417,460

流動負債合計 6,829,780 5,822,244

固定負債

退職給付引当金 2,071,063 1,937,347

役員退職慰労引当金 389,623 381,213

長期預り保証金 2,458,944 2,472,447

その他 8,358 －

固定負債合計 4,927,989 4,791,008

負債合計 11,757,769 10,613,253

純資産の部

株主資本

資本金 4,706,600 4,706,600

資本剰余金 7,483,439 7,483,439

利益剰余金 16,593,154 16,413,032

自己株式 △1,234,578 △1,234,578

株主資本合計 27,548,615 27,368,493

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,790 9,485

為替換算調整勘定 △265,775 20,173

評価・換算差額等合計 △250,984 29,658

純資産合計 27,297,630 27,398,152

負債純資産合計 39,055,400 38,011,405
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上高 9,205,247

売上原価 5,196,159

売上総利益 4,009,088

販売費及び一般管理費 ※
 3,474,010

営業利益 535,078

営業外収益

受取利息 8,526

受取賃貸料 6,781

為替差益 79,698

受取ロイヤリティー 13,127

その他 5,223

営業外収益合計 113,358

営業外費用

支払利息 1,555

売上割引 6,743

営業外費用合計 8,299

経常利益 640,136

特別利益

固定資産売却益 238

貸倒引当金戻入額 3,961

特別利益合計 4,200

特別損失

固定資産売却損 239

固定資産除却損 3,497

特別損失合計 3,737

税金等調整前四半期純利益 640,599

法人税、住民税及び事業税 29,138

法人税等調整額 190,280

法人税等合計 219,418

四半期純利益 421,181
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 640,599

減価償却費 149,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,961

賞与引当金の増減額（△は減少） 352,168

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,428

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,410

長期前払費用償却額 9,693

受取利息及び受取配当金 △8,943

支払利息 1,555

為替差損益（△は益） △73,194

有形固定資産売却損益（△は益） 1

有形固定資産除却損 3,497

その他の営業外損益（△は益） △17,971

売上債権の増減額（△は増加） 482,206

たな卸資産の増減額（△は増加） △666,834

仕入債務の増減額（△は減少） 692,212

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,586

その他の資産の増減額（△は増加） △1,000,886

その他の負債の増減額（△は減少） 41,459

小計 601,645

利息及び配当金の受取額 2,736

利息の支払額 △1,518

その他の収入 34,787

その他の支出 △7,248

法人税等の支払額 △29,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 601,219

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 △63,289

有形固定資産の売却による収入 814

投資有価証券の取得による支出 △299

貸付けによる支出 △19,700

貸付金の回収による収入 6,489

投資その他の資産の増減額（△は増加） △13,704

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △139,422

その他 △557

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,979
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 339,412

現金及び現金同等物の期首残高 5,596,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,936,238
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
の変更
　たな卸資産
　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」
（企業会計基準第９号　平成18年７月
５日）を当第１四半期連結会計期間か
ら適用し、評価基準については、原価法
から原価法（収益性の低下による簿価
切下げの方法）に変更しております。
　　これによる損益に与える影響及びセグ
メントに与える影響はありません。

 （2）「連結財務諸表作成における在外子
会社の会計処理に関する当面の取扱
い」の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「連
結財務諸表作成における在外子会社の
会計処理に関する当面の取扱い」（実
務対応報告第18号　平成18年５月17
日）を適用し、連結決算上必要な修正
を行っております。
　　これによる損益に与える影響及びセグ
メントに与える影響は軽微でありま
す。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 （3）リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

したが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会　会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連

結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半

期連結会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しており

ます。

　　なお、リース取引開始日が適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借

に係る方法に準じた会計処理を引き続

き採用しております。

　　これによる損益に与える影響及びセグ

メントに与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成に当たり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　機械装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機

として資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期

連結会計期間より変更しております。

これによる損益に与える影響及びセグメントに与える

影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,320,741千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,308,307千円であ

ります。

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

広告宣伝費 1,306,658 千円

給与手当 610,840 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 6,486,697千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △550,458千円

現金及び現金同等物 5,936,238千円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  23,405千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  1,537千株

３．配当に関する事項

 配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 164,008 7.50  平成20年３月31日  平成20年６月30日
利益剰余

金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
スポーツ用品
事業（千円）

スポーツ施設
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 9,058,577 146,670 9,205,247 － 9,205,247

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
6,093 － 6,093 △6,093 －

計 9,064,671 146,670 9,211,341 △6,093 9,205,247

営業利益 519,693 15,384 535,078 － 535,078

　（注）１．事業区分は、製品（商品又は役務を含む）の種類、性質及び販売市場の類似性を主眼にした区分によっており

ます。

２．各事業区分の主要な事業内容

(1）スポーツ用品事業……バドミントン用品、テニス用品、ゴルフ用品等の製造・販売

(2）スポーツ施設事業……ゴルフ場、テニス・ゴルフ練習場の運営

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

ヨーロッパ
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
8,119,262 293,031 631,302 161,650 9,205,247 － 9,205,247

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

544,382 607 1,697 629,304 1,175,992 △1,175,992 －

計 8,663,645 293,638 633,000 790,955 10,381,240 △1,175,992 9,205,247

営業利益（又は

営業損失△）
549,148 △63,645 △3,132 34,817 517,189 17,889 535,078

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米　　　（米国、カナダ）

(2）ヨーロッパ（英国、ドイツ）

(3）アジア　　（台湾）
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
297,485 888,359 1,404,889 31,086 2,621,819

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 9,205,247

Ⅲ　海外売上高の連結売上

高に占める割合（％）
3.2 9.7 15.3 0.3 28.5

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米　　　（米国、カナダ他）

(2）ヨーロッパ（英国、ドイツ他）

(3）アジア    （シンガポール、韓国、中国他）

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額のその他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

（デリバティブ取引関係）

　当社及び連結子会社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,248.30円 １株当たり純資産額 1,252.90円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 19.26円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益（千円） 421,181

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 421,181

期中平均株式数（千株） 21,867

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

（リース取引関係）

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて処理を行っていますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に

比べて著しい変動がありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月７日

ヨネックス株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤　　進　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 平野　　満　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているヨネックス株式会社

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ヨネックス株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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