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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】

(1）連結経営指標等

回次 　 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期

会計期間 　

自 平成18年
１月１日

至 平成18年
６月30日

自 平成19年
１月１日

至 平成19年
６月30日

自 平成20年
１月１日

至 平成20年
６月30日

自 平成18年
１月１日

至 平成18年
12月31日

自 平成19年
１月１日

至 平成19年
12月31日

売上高 (百万円) 29,882 28,031 40,521 58,149 59,153

経常利益 (百万円) 4,931 2,989 5,112 6,915 5,600

中間（当期）純利益 (百万円) 2,192 1,730 2,885 3,382 3,067

純資産額 (百万円) 25,374 32,346 35,573 31,513 33,695

総資産額 (百万円) 46,012 46,153 65,113 44,294 65,808

１株当たり純資産額 (円) 91,792.03 107,409.44 117,139.63 103,544.88 110,195.37

１株当たり中間（当期）

純利益
(円) 8,434.53 5,968.49 9,948.28 12,687.37 10,578.18

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）

純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 51.9 67.5 52.2 67.8 48.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 492 2,723 2,929 2,058 6,329

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △343 △644 △1,436 △596 △12,909

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △620 △703 △1,297 △2,571 6,799

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
(百万円) 4,136 4,912 4,072 3,494 3,854

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(名)

953

(325)

956

(335)

1,788

(531)

947

(325)

1,708

(363)

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、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）提出会社の経営指標等

回次 　 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期

会計期間 　

自 平成18年
１月１日

至 平成18年
６月30日

自 平成19年
１月１日

至 平成19年
６月30日

自 平成20年
１月１日

至 平成20年
６月30日

自 平成18年
１月１日

至 平成18年
12月31日

自 平成19年
１月１日

至 平成19年
12月31日

売上高 (百万円) 22,587 20,635 22,364 41,278 42,001

経常利益 (百万円) 3,755 2,819 4,519 5,036 4,554

中間（当期）純利益 (百万円) 2,316 1,866 2,677 3,049 2,332

資本金 (百万円) 6,500 9,207 9,207 9,207 9,207

発行済株式総数 (株) 260,000 290,000 290,000 290,000 290,000

純資産額 (百万円) 21,479 28,340 30,294 27,136 28,195

総資産額 (百万円) 43,043 43,850 53,354 42,647 61,647

１株当たり純資産額 (円) 82,612.48 97,725.91 104,463.61 93,573.78 97,226.78

１株当たり中間（当期）

純利益
(円) 8,909.72 6,437.63 9,231.16 11,437.80 8,043.78

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）

純利益

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000

自己資本比率 (％) 49.9 64.6 56.8 63.6 45.7

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(名)

254

(82)

269

(88)

279

(81)

256

(81)

268

(89)

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、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】

　当中間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】

　当中間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。

　なお、㈱ダンロップスポーツと㈱ダンロップスポーツ九州については、平成20年１月１日付で、存続会社を㈱ダン

ロップスポーツとした吸収合併を行っております。

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

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

スポーツ用品事業 1,693
（　

484）　

その他事業 95
（ 　

47）　

合計 1,788
（　

531）　

　（注）　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者

を含む就業人員数であります。臨時雇用者数（契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト等）は、当中間

連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（名） 279（　81）

　（注）　従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。

臨時雇用者数（契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト等）は、当中間会計期間の平均人員を（　）外

数で記載しております。

(3）労働組合の状況

  労使関係は安定しており、特に記載すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の歴史的な高騰を中心とした素材価格の上昇や為替の円高

などが企業収益を大きく圧迫するなか、個人消費は横ばいで推移しました。今後は石油関連製品の価格上昇に伴う

物価の上昇により消費者マインドは悪化するなど、景気の後退が一層懸念されます。

　国内ゴルフ用品市場におきましては、ゴルフ場入場者数が年初の降雪の影響もあり若干減少するなか、本年１月か

ら適用された高反発ドライバー規制による一定の買い替え需要がみられたものの、消費者マインドの低迷や店頭で

の販売競争の更なる激化など、市場環境は依然として厳しい状況で推移しました。

　このような状況の中、当社グループは、独自のデジタルシミュレーション技術を活かしたゴルフクラブやゴルフ

ボールを中心に、顧客の多様なニーズや高い期待に応える高機能の新商品を市場に提供するとともに、グループ全

体の供給、販売体制の見直しやマーケティング活動の強化を推進し、より一層の増販を図りました。

　また、当社は昨年12月に Roger Cleveland Golf Company,Inc. 及び同社グループ５社（以下、クリーブランド社）を買

収し、当中間連結会計期間より同社の損益計算書を連結していることなどから、売上高は40,521百万円（前年同期比

144.6％）となりました。

　一方、損益面では、ゴルフクラブの材料となるカーボンシートやチタン材料などの価格上昇により仕入コストは上

昇しましたが、生産性向上等による原価低減活動に積極的に取り組むとともに、利益率の高い高価格帯ゴルフクラ

ブの販売構成比が高まったことなどにより、全体の利益率は大きく向上しました。以上の結果、営業利益は5,246百万

円（前年同期比188.9％）、経常利益は5,112百万円（前年同期比171.0％）、中間純利益は2,885百万円（前年同期比

166.7％）となりました。

　なお、当社は、昨年12月のクリーブランド社の買収に伴い、事業再編の一環として、両社がそれぞれ独自に築き上げ

てきた全世界における販売網の統合に向けた取り組みを積極的に推進してまいりました。これは北米、欧州、日本、

アジア、オセアニアの５極体制での販売体制の一層の強化を目的としたものであり、クリーブランド社買収による

シナジー効果を早期に具現化するための取り組みであります。

　　　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

　当セグメントにおきましては、当中間連結会計期間よりクリーブランド社の業績が新たに含まれております。

　ゴルフ用品のうち国内では、ゴルフクラブにおいて、主力の「ザ・ゼクシオ(＝５代目ゼクシオ)」ドライバー、

フェアウェイウッド及びアイアンを昨年12月に発売し、本年に入ってからも高い店頭販売シェアを持続しており

ます。また、本年１月には「ザ・ゼクシオ ユーティリティ」及び女性専用の「ザ・ゼクシオ レディース」を発売

するとともに、３月には好みの色を選べる「カラーカスタム」を開始するなど、シリーズラインナップの強化を図

りました。これらの結果、「ザ・ゼクシオ」シリーズは１～６月店頭販売金額シェアNO.1（民間調査機関「GｆK

マーケティングサービスジャパン(株)」の調査による）を記録するなど、幅広い層のゴルファーから圧倒的な支持

を獲得しております。

　ゴルフボールでは、昨年に発売した「ゼクシオ XD」が引き続き好調に推移するとともに、３月には高級感を一段

と高めた「ゼクシオ プレミアム」を新たに発売しました。さらに、同じく３月に競技者向けの「スリクソン

 Z-URC」をリニューアルするなど、主に中・高価格帯ゴルフボール市場における一層のシェア拡大に注力しまし

た。

　シューズ、アクセサリー、ウェアなどにおきましても、「XXIO(ゼクシオ)」や「SRIXON(スリクソン)」ブランド

を中心に新商品を積極的に市場投入しました。

　一方、海外では、サブプライム住宅ローン問題の影響などから米国での市場環境が冷え込むなか、ゴルフクラブに

おいて、「Cleveland Golf(クリーブランドゴルフ)」ブランドの「ハイボア XLS」シリーズを発売し積極的な拡販

を図りました。また、「SRIXON」ブランドのゴルフクラブ、ゴルフボールにつきましては、米国では厳しい販売状

況となりましたが、欧州、アジアにおきましては概ね順調に推移しました。

　テニス用品では、テニスラケットは市況の低迷が影響し、前年同期と比較して販売が伸び悩んだものの、テニス

ボールは高価格帯品の販売が安定していたことに加え、テニスウェア、アクセサリー等の販売も堅調に推移したこ

となどから、全体では前年同期を上回る販売となりました。

　以上の結果、ライセンス収入を加えたスポーツ用品事業の当中間連結会計期間の売上高は38,723百万円（前年同

期比145.6％）となりました。

　　② その他事業

　ゴルフ場運営では、年初の悪天候により入場者数が減少し売上は前年同期を下回りましたが、主力のゴルフトー

ナメント運営では、男子プロゴルフトーナメントの受注試合数は減少したものの、女子プロゴルフトーナメントは

人気の継続を背景に受注試合数を伸ばしたことやその他イベントの受注増加などにより、売上は前年同期を上回
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りました。

　また、当中間連結会計期間より、ゴルフスクール事業を営む㈱ダンロップゴルフショップを連結子会社に含めた

ことから、その他事業の当中間連結会計期間の売上高は1,798百万円（前年同期比124.8％）となりました。

　　　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

　当中間連結会計期間は、店頭での販売状況が競争激化などにより依然として厳しい状況で推移するなか、主力の

ゴルフクラブ「ザ・ゼクシオ」やゴルフボール「ゼクシオ XD」の販売が好調に推移したことに加え、当中間連結

会計期間より㈱ダンロップゴルフショップを連結子会社に含めるとともに、クリーブランドゴルフアジア㈲の損

益計算書を連結したことから、売上高は27,383百万円（前年同期比112.5％）となりました。

　　② 北米

　当セグメントは、米国、カナダにおけるゴルフ用品製造・販売子会社によって構成されております。

　当中間連結会計期間は、米国においてサブプライム住宅ローン問題の影響などにより市況が大幅に冷え込み、販

売は大変厳しい状況で推移しましたが、米国の子会社 Roger Cleveland Golf Company,Inc. 及びカナダの子会社

 Cleveland Golf Canada Corp. の損益計算書を当中間連結会計期間より連結したことから、売上高は9,116百万円とな

りました。

　　③ その他

　当セグメントは、欧州、アジア、オセアニアにおけるゴルフ用品販売子会社及びアジアにおけるテニスボール製造

子会社によって構成されております。

　当中間連結会計期間は、欧州、アジア、オセアニアにおける景気の悪化により、特にゴルフクラブの販売が伸び悩

むなか、欧州におけるゴルフボールの販売が順調に推移したことや、フランスの子会社 Riviera S.A.S.、英国の子会

社 Belfry Golf Ltd. 及びドイツの子会社 Cleveland Deutschland GmbH の損益計算書を当中間連結会計期間より連結

したことから、売上高は4,021百万円となりました。

なお、北米セグメント及びその他セグメントにつきましては、前中間連結会計期間はその他セグメントとして表

示していたことから、前年同期比の記載を省略しております。

(2）キャッシュ・フロー

   当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4,072百万円と前連結会計年度末に比べ218百万円増加し

ました。各活動によるキャッシュ・フローの内容は以下のとおりです。

 

　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは2,929百万円の収入となり、前中間連結会計期

間に比べ205百万円の収入増となりました（前中間連結会計期間は2,723百万円の収入）。これは主に前中間連結会

計期間と比較して税金等調整前中間純利益が2,106百万円増加したこと等によるものであります。

  なお、当中間連結会計期間の主な収入は税金等調整前中間純利益5,022百万円、主な支出は法人税等の支払額1,957

百万円であります。

 

　 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

   当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,436百万円の支出となり、前中間連結会計

期間と比較して792百万円の支出増となりました（前中間連結会計期間は644百万円の支出）。これは主に有形固定

資産の取得による支出が378百万円増加したこと等によるものであります。 

　なお、当中間連結会計期間の主な支出は有形固定資産の取得による支出772百万円であります。

 

　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは1,297百万円の支出となり、前中間連結会計期

間と比較して593百万円の支出増となりました（前中間連結会計期間は703百万円の支出）。

  当中間連結会計期間の主な支出は短期借入金の純増減額6,701百万円、主な収入は長期借入による収入6,000百万

円であります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当中間連結会計期間における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

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

スポーツ用品事業 10,982 210.4

その他事業 － －

合計 10,982 210.4

　（注）１　金額は、当社及び連結子会社の製造原価によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当中間連結会計期間より、スポーツ用品事業の生産実績に、Roger Cleveland Golf Company,Inc. 及び

 Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. の生産実績を含めて表示しております。

(2）受注状況

　当社は、主に過去の実績と将来の需要の予測による見込生産をしておりますので、受注状況については記載してお

りません。

(3）販売実績

　当中間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

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

　 ゴルフ用品 34,991 151.3

　 テニス用品 3,532 109.1

　 ライセンス収入 199 91.2

スポーツ用品事業 38,723 145.6

その他事業 1,798 124.8

合計 40,521 144.6

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

３　総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の相手先はありません。

４　当中間連結会計期間より、ゴルフ用品の販売実績にクリーブランド社の販売実績を含めて表示しております。

５　当中間連結会計期間より、テニス用品の販売実績に Srixon Sports Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd. の販売実績

を含めて表示しております。

６　当中間連結会計期間より、その他事業の販売実績に㈱ダンロップゴルフショップの販売実績を含めて表示し

ております。

３【対処すべき課題】

　当中間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【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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５【研究開発活動】

 (１) 研究開発活動の方針

　当社グループでは、研究開発活動の基本方針として「市場ニーズを先取りした、常にユーザーに信頼いただける製品

を実現するための新技術の創出」に重点を置いております。そのために、

　・ゴルフ・テニスのプレーそのものに関する研究

　・プレーにおいて用具に求められる役割・性能に関する研究

　・用具が性能を発揮するメカニズムに関する研究

　・プレーヤーの技量・体力やスポーツに求める目的の違いに合わせた機能開発に関する研究

等、多面的な角度から研究開発活動を行っております。

　なお、当社グループの研究開発活動は、スポーツ用品事業においてのみ行っており、その他事業では行っておりませ

ん。

  当中間連結会計期間の研究開発費の総額は701百万円であります。

 (２) 研究開発活動の体制

  当社グループの研究開発体制は、当社並びにクリーブランド社に研究開発部門を設置しており、最新のコンピュー

タ・シミュレーション技術等を用いて新技術・新製品の開発並びに評価、試験に取り組んでおります。　

 (３) 研究開発活動の特徴及び成果

　当社独自のデジタルシミュレーション技術（※１）である「デジタルインパクトテクノロジー」に関しては、その

解析領域をインパクトの瞬間だけではなく、インパクトの前後にまで拡大し、更に用具を使用する人やその感性にま　

で広げた「デジタルインパクトⅡ」に発展させました。これは、シャフトのしなりやねじれ、ボールの周りの空気の流

れや空力、更にはゴルファーの関節や筋肉に関わる負荷や疲労にまで解析を進めることによって、ゴルファーの身体

によりやさしく心地よいゴルフを実現することを目的とした製品開発を行うための技術として活用しているもので

あります。　　　　　　　　　

　また、材料面に関しても、高度な材料開発技術を用いての製品開発を推進してきました。品目別の特徴及び成果は以

下のとおりであります。

　ゴルフクラブでは、「SRIXON（スリクソン）」ブランドにおいて、プロ・上級者を満足させる飛距離と方向性を追

求した「スリクソン ZR-800 ドライバー」及び「スリクソン ZR-30 ドライバー」を開発し製品化しました。「スリク

ソン ZR-800 ドライバー」は、肉厚分布をデジタルシミュレーション解析し、フェース周辺をより薄肉化することに

よってスィートエリアを拡大させた「パワーチャージフェース」やオフセンターショットでもサイドスピンやバッ

クスピンを最適に保つ「６分割バルジ＆ロール設計」などを採用することにより、方向性と飛距離の安定性をより一

層向上させております。一方、「スリクソン ZR-30 ドライバー」においても同様の技術を採用、ヘッドはやや小ぶりな

425㎤とし、ウェイトをトゥ・ヒールのフェース寄りに配置することで重心をやや浅くし、中弾道で飛ばすドライバー

としております。

  「Cleveland Golf（クリーブランドゴルフ）」ブランドにおいては、「ランチャーシリーズ 」を開発し製品化しま

した。「ランチャーシリーズ」は、クラウン部の肉厚を極限に薄くして、重量を低く深い位置に再配分して重心を最適

化、さらにウェイトパッドをソール後部に設置することで低い重心を実現、高い慣性モーメント（※２）によりヘッ

ドの直進性を大幅にアップさせております。

  アイアンでは、「SRIXON」ブランドにおいて、「スリクソン ZR-800 アイアン」及び「スリクソン ZR-30 アイア

ン」を開発し製品化しました。ヘッドには新たに採用した「新形状プレスミーリングフェース」により、ヘッド軌道

の違いによる摩擦係数のバラツキを抑え、ロング・ミドルアイアンは安定した弾道を、ショートアイアンは優れたコ

ントロール性を可能にしております。一方、「スリクソン ZR-30 アイアン」においても同様の技術を採用、振り抜けの

よさを追求したやや小ぶりなヘッドで中弾道で狙えるアイアンとしております。

　「Cleveland Golf」ブランドにおいては、従来モデルよりさらに易しさを追求した新形状アイアン「ハイボア ＸＬi 

アイアン」を開発し製品化しました。ボールがつかまりやすく上がりやすくするための深い重心を可能にする中空構

造を採用、「新アライメント効果」により構えやすさが一段とアップしております。

　ゴルフボールでは、「XXIO（ゼクシオ）」ブランドにおいて、「ニュー ゼクシオ DC」を開発し製品化しました。

「ニュー ゼクシオDC」は、カバー及びミッドに非常にソフトな「ラバロン HR＋」を配合したダブルソフトアイオ

ノマー構造により、アプローチでの優れたスピン性能を実現しております。また、高反発コアと大径324ディンプルに

より、風に強い弾道で大きな飛距離が得られます。

　「SRIXON」ブランドにおいては、「ニュー スリクソン Z-URC」を開発し製品化しました。「ニュー スリクソン Z

-URC」は、0.5㎜の当社最軟極薄ウレタンカバーと従来より0.6㎜薄くなったミッドの採用によりコア部分をさらに大

型化することで、飛距離性能とスピン性能を両立させております。
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　テニスラケットでは、「ダイアクラスター HDS(ハイパー・ダイナミクス・シェイプ)」を開発し製品化しました。

「ダイアクラスター HDS」 は、HDSフレームと強靭なダイヤモンドカーボンとの相乗効果でフレーム剛性が大幅に

強化し、スウィングにおける２種類の慣性モーメントを最適化する「φtuning(ファイ・チューニング)」により、優れ

た操作性と面安定性を実現しております。 

　

※１　デジタルシミュレーション技術：スーパーコンピュータを駆使し、ボールとゴルフクラブやテニスラケット等と

                                    の衝突の瞬間の構造的な変化を解析し、設計に応用する技術。解析レベルの

                                    高精度化に加え、開発期間の短縮化を実現している。

　※２  慣性モーメント：運動する物体がそのままの状態であり続けようとする力の量を示すもの。一般に慣性モーメン

                        トが大きいほどボールの飛距離は伸びる。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な設備の異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　設備の新設、除却等の計画につきましては、当中間連結会計期間において、重要な変更はなく、新たに確定した重要な

ものもありません。
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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 1,000,000

計 1,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
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９月26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 290,000 290,000
東京証券取引所

（市場第一部）
－

計 290,000 290,000 － －

（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、資本金等の状況】

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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

（百万円）

自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日

　

－ 290,000 － 9,207 － 9,207
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合
（％）

住友ゴム工業株式会社  神戸市中央区脇浜町三丁目６番９号 175,096 60.38

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）
 東京都港区浜松町二丁目11番３号 16,778 5.79

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口)
 東京都中央区晴海一丁目８番11号 7,887 2.72

資産管理サービス信託銀行

株式会社(証券投資信託口)

 東京都中央区晴海一丁目８番12号　晴海アイランド

トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟
2,842 0.98

日興シティ信託銀行株式会

社（投信口）

東京都品川区東品川二丁目３番14号　シティグルー

プセンター
2,673 0.92

ザ　チェース  マンハッタ

ン  バンク　エヌエイ　ロン

ドン　エス　エル　オムニバ

ス　アカウント

（常任代理人　株式会社み

ずほコーポレート銀行兜町

証券決済業務室）

　

　WOOLGATE HOUSE，COLEMAN STREET LONDON 

　EC2P 2HD, ENGLAND

　

　

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

　

2,625 0.91

ステート　ストリート　バン

ク　アンド　トラスト　カン

パニー　５０５０１９

（常任代理人　株式会社み

ずほコーポレート銀行兜町

証券決済業務室）

 AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX 518 

 IFSC DUBLIN,IRELAND

　

 （東京都中央区日本橋兜町６番７号）

2,372 0.82

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託口

４Ｇ）

 東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,329 0.80

メロン　バンク　トリー

ティー　クライアンツ　オム

ニバス

（常任代理人　香港上海銀

行東京支店カストディ業務

部）

 

　ONE BOSTON PLACE BOSTON，MA 02108

　

　

　東京都中央区日本橋三丁目11番１号

　

1,940 0.67

ゴールドマン・サックス・

インターナショナル

（常任代理人　ゴールドマ

ン・サックス証券株式会

社）　

 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB，U.K

　

（東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木

 ヒルズ　森タワー）

1,721 0.59

計 － 216,263 74.57

　（注）１　上記の所有株式数には、信託業務による所有数を次のとおり含んでいます。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　 16,778株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　　　7,887株

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）　　　　　2,842株

日興シティ信託銀行株式会社（投信口）　　　　　　　　　　　　2,673株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）　　　2,329株　　　　　　　　　　　　
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　　　　２　ブラックロック・ジャパン株式会社から、平成20年4月21日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）によ

り、同年4月15日付で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計

期間末における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

(％)

ブラックロック・ジャパ

ン株式会社

 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号　サピア

タワー
6,502 2.24

ブラックロック（チャネ

ル諸島）リミテッド

 FORUM HOUSE,GRENVILLE STREET,ST.

HELIER,

JERSEY,CHANNEL ISLANDS

3,978 1.37　

ブラックロック・インベ

ストメント・マネジメン

ト・インターナショナル

・リミテッド

33 KING WILLIAM STREET,

 LONDON EC4R 9AS,

UNITED KINGDOM

2,354 0.81

ブラックロック・インベ

ストメント・マネジメン

ト(ユーケー)リミテッド

33 KING WILLIAM STREET,

 LONDON EC4R 9AS,

UNITED KINGDOM

680 0.23

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 290,000 290,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 290,000 － －

総株主の議決権 － 290,000 －

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（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

EDINET提出書類

ＳＲＩスポーツ株式会社(E02487)

半期報告書

13/61



２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 147,000 148,000 136,000 152,000 169,000 168,000

最低（円） 124,000 135,000 114,000 134,000 141,000 149,000

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当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。

(1）新任役員

　　　　該当事項はありません。

　

(2）退任役員

　　該当事項はありません。

(3）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
常務執行役員

経営企画部長
取締役

常務執行役員　

経営企画部長兼

海外営業部長

木滑　和生　 平成20年９月１日

取締役　

執行役員　

グローバルソーシン

グ部長兼生産技術部

長、購買部長   

取締役

執行役員　

生産技術部長兼経営

企画部事業企画統括

部長、購買部長、タイ

テニスボールプロ

ジェクトリーダー

佐野　英起　
平成20年９月１日
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成

20年６月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の中

間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。　
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

　 　
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 　  4,932   5,887   4,561  

２　受取手形及び売掛金 ※3　  11,133   15,662   15,850  

３　たな卸資産 　  6,828   10,406   10,419  

４　繰延税金資産 　  1,114   1,732   1,994  

５　その他 　  966   1,249   1,136  

貸倒引当金 　  △394   △624   △646  

流動資産合計 　  24,580 53.3  34,313 52.7  33,316 50.6

Ⅱ　固定資産 　          

１　有形固定資産 ※1,2　          

(1）建物及び構築物 　 2,868   2,974   3,163   

(2）機械装置及び運搬具 　 1,379   1,819   1,921   

(3）土地 　 3,214   3,191   3,303   

(4）その他 　 780 8,242 17.9 1,296 9,282 14.3 1,108 9,496 14.5

２　無形固定資産 　          

(1）のれん 　 －   8,549   8,869   

(2）商標権 　 5,007   4,444   4,824   

(3）その他 　 1,472 6,480 14.0 1,467 14,461 22.2 1,453 15,147 23.0

３　投資その他の資産 　          

(1）長期性預金 　 －   200   1,000   

(2）投資有価証券 　 810   616   797   

(3）長期貸付金 　 3,030   3,009   3,015   

(4）繰延税金資産 　 750   893   712   

(5）差入保証金 　 1,657   1,632   1,661   

(6）その他 　 1,107   1,212   1,182   

貸倒引当金 　 △506 6,849 14.8 △509 7,056 10.8 △522 7,846 11.9

固定資産合計 　  21,572 46.7  30,800 47.3  32,491 49.4

資産合計 　  46,153 100.0  65,113 100.0  65,808 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１　支払手形及び買掛金 ※3　  4,835   5,057   5,831  

２　短期借入金 ※2　  994   8,032   14,717  

３　一年以内返済予定の長
期借入金

　  －   2,000   －  

４　未払金 ※3　  2,651   2,362   3,973  

５　未払法人税等 　  811   2,099   1,836  

６　賞与引当金 　  190   226   202  

７　役員賞与引当金 　  1   1   10  

８　売上値引引当金 　  －   245   539  

９　その他 　  1,016   2,152   1,667  

流動負債合計 　  10,500 22.7  22,178 34.1  28,780 43.7

Ⅱ　固定負債 　          

１　長期借入金 　  －   4,000   －  

２　繰延税金負債 　  －   6   6  

３　退職給付引当金 　  1,749   1,824   1,806  

４　役員退職慰労引当金 　  206   184   168  

５　その他 　  1,350   1,347   1,351  

固定負債合計 　  3,306 7.2  7,362 11.3  3,333 5.1

負債合計 　  13,807 29.9  29,540 45.4  32,113 48.8

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１　資本金 　  9,207   9,207   9,207  

２　資本剰余金 　  9,207   9,207   9,207  

３　利益剰余金 　  12,530   15,592   13,287  

株主資本合計 　  30,945 67.1  34,007 52.2  31,702 48.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１　その他有価証券評価差
額金

　  76   35   58  

２　繰延ヘッジ損益 　  10   △6   △6  

３　為替換算調整勘定 　  116   △65   202  

評価・換算差額等合計 　  203 0.4  △36 △0.1  254 0.4

Ⅲ　少数株主持分 　  1,197 2.6  1,602 2.5  1,738 2.6

純資産合計 　  32,346 70.1  35,573 54.6  33,695 51.2

負債純資産合計 　  46,153 100.0  65,113 100.0  65,808 100.0
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②【中間連結損益計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  28,031 100.0  40,521 100.0  59,153 100.0

Ⅱ　売上原価 　  13,374 47.7  19,407 47.9  29,852 50.5

売上総利益 　  14,656 52.3  21,114 52.1  29,301 49.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　          

１　販売奨励金・販売手数料 　 413   924   742   

２　広告費・拡販対策費 　 4,725   5,410   8,724   

３　物流費 　 1,109   1,378   2,261   

４　貸倒引当金繰入額 　 41   74   241   

５　人件費 　 2,851   4,204   5,996   

６　賞与引当金繰入額 　 183   219   196   

７　退職給付費用 　 52   115   138   

８　その他 　 2,502 11,880 42.4 3,539 15,867 39.2 5,274 23,576 39.8

営業利益 　  2,776 9.9  5,246 12.9  5,724 9.7

Ⅳ　営業外収益 　          

１　受取利息 　 32   39   70   

２　受取配当金 　 1   1   2   

３　持分法による投資利益 　 41   0   71   

４　為替差益 　 111   －   －   

５　雑品売却益 　 －   －   47   

６　賃貸収入 　 12   －   －   

７　諸権利使用料 　 12   －   －   

８　貸倒引当金戻入益 　 －   62   －   

９　その他 　 110 322 1.1 125 230 0.6 210 402 0.7

Ⅴ　営業外費用 　          

１　支払利息 　 34   159   87   

２　売上割引 　 12   －   －   

３　為替差損 　 －   97   45   

４　たな卸資産処分損 　 16   5   233   

５　ゴルフ会員権関連損失 　 19   －   10   

６　賃貸収入原価 　 12   －   －   

７　その他 　 13 109 0.4 100 364 0.9 149 525 0.9

経常利益 　  2,989 10.6  5,112 12.6  5,600 9.5

Ⅵ　特別損失 　          

１　固定資産除売却損 ※1　 73   34   128   

２　減損損失 ※2 － 73 0.2 55 90 0.2 39 167 0.3

税金等調整前中間（当
期）純利益

　  2,915 10.4  5,022 12.4  5,432 9.2

法人税、住民税及び事業
税

※3　 853   2,362   2,038   

法人税等調整額 ※3　 342 1,196 4.3 △197 2,164 5.3 334 2,372 4.0

少数株主利益(△は損失) 　  △11 △0.1  △27 △0.0  △7 △0.0

中間(当期)純利益 　  1,730 6.2  2,885 7.1  3,067 5.2
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年6月30日）

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

平成18年12月31日残高 9,207 9,207 11,379 29,794

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － △580 △580

中間純利益 － － 1,730 1,730

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 1,150 1,150

平成19年６月30日残高 9,207 9,207 12,530 30,945

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成18年12月31日残高 115 46 71 233 1,485 31,513

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － － － △580

中間純利益 － － － － － 1,730

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

△39 △36 45 △30 △287 △317

中間連結会計期間中の変動額合計 △39 △36 45 △30 △287 832

平成19年６月30日残高 76 10 116 203 1,197 32,346

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年6月30日）

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

平成19年12月31日残高 9,207 9,207 13,287 31,702

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － △580 △580

中間純利益 － － 2,885 2,885

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 2,304 2,304

平成20年６月30日残高 9,207 9,207 15,592 34,007

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成19年12月31日残高 58 △6 202 254 1,738 33,695

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － － － △580

中間純利益 － － － － － 2,885

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

△23 0 △268 △291 △135 △427

中間連結会計期間中の変動額合計 △23 0 △268 △291 △135 1,877

平成20年６月30日残高 35 △6 △65 △36 1,602 35,573
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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

平成18年12月31日　残高 9,207 9,207 11,379 29,794

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注） － － △580 △580

剰余金の配当 － － △580 △580

当期純利益 － － 3,067 3,067

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,907 1,907

平成19年12月31日　残高 9,207 9,207 13,287 31,702

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

平成18年12月31日　残高 115 46 71 233 1,485 31,513

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注） － － － － － △580

剰余金の配当 － － － － － △580

当期純利益 － － － － － 3,067

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△57 △53 131 20 252 273

連結会計年度中の変動額合計 △57 △53 131 20 252 2,181

平成19年12月31日　残高 58 △6 202 254 1,738 33,695

 （注）　定時株主総会における利益処分項目であります。
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　    

税金等調整前中間(当期)純利益 　 2,915 5,022 5,432

減価償却費 　 967 1,150 2,053

固定資産除売却損 　 73 34 128

のれん償却額 　 － 285 －

減損損失 　 － 55 39

持分法による投資利益 　 △41 △0 △71

ゴルフ会員権関連損失 　 19 － 10

たな卸資産処分損 　 16 5 233

貸倒引当金の増減額（△は減少額） 　 △1 △13 140

売上値引引当金の増減額（△は減少額） 　 － △295 68

退職給付引当金の増減額（△は減少額） 　 16 16 60

前払年金費用の増減額（△は増加額） 　 △133 △12 △164

受取利息及び受取配当金 　 △33 △40 △73

支払利息 　 34 159 87

売上債権の増減額（△は増加額） 　 △952 18 △2,078

たな卸資産の増減額（△は増加額） 　 76 △245 △340

仕入債務の増減額（△は減少額） 　 120 △297 517

未収入金の増減額（△は増加額） 　 58 △275 △34

未払金の増減額（△は減少額） 　 105 △1,304 712

その他 　 △284 706 6

小計 　 2,959 4,969 6,727

利息及び配当金の受取額 　 97 66 136

利息の支払額 　 △41 △149 △64

法人税等の支払額 　 △291 △1,957 △470

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 2,723 2,929 6,329

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　    

定期預金の預入による支出 　 － △312 △1,687

有形固定資産の取得による支出 　 △394 △772 △1,847

有形固定資産の売却による収入 　 29 103 49

無形固定資産の取得による支出 　 △28 △138 △79

短期貸付金の純増減額（△は増加額） 　 △2 27 10

長期貸付による支出 　 △22 △2 △22

長期貸付金の回収による収入 　 40 5 44

子会社株式の追加取得による支出 　 △265 － △326

連結範囲異動を伴う子会社株式の取得に
よる支出

※2　 － △350 △9,031

その他 　 △1 3 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △644 △1,436 △12,909

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　    

短期借入金の純増減額（△は減少額） 　 △110 △6,701 7,515

長期借入金の返済による支出 　 △2 － △2

長期借入による収入 　 － 6,000 －

少数株主の払込による収入 　 － － 458

配当金の支払額 　 △580 △580 △1,160

少数株主への配当金の支払額 　 △10 △15 △10

その他 　 △0 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △703 △1,297 6,799

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 43 △38 140

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） 　 1,418 156 359

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 3,494 3,854 3,494

Ⅶ　連結範囲異動に伴う現金及び現金同等物の増
加額

　 － 62 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※1 4,912 4,072 3,854
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　14社

主要な連結子会社名

㈱ダンロップスポーツ

㈱ダンロップスポーツ中部

㈱ダンロップゴルフクラブ

Srixon Sports USA,Inc.

(1）連結子会社の数　20社

主要な連結子会社名

㈱ダンロップスポーツ

㈱ダンロップスポーツ中部

㈱ダンロップゴルフクラブ

Srixon Sports USA,Inc.

Roger Cleveland Golf 

Company,Inc.

(1）連結子会社の数　20社

主要な連結子会社名

同左

 　 　前連結会計年度まで連結子会

社であった㈱ダンロップス

ポーツ九州は、平成20年１月１

日付の㈱ダンロップスポーツ

との合併により消滅しました。

　また㈱ダンロップゴルフ

ショップは、その重要性が増し

たため、当中間連結会計期間よ

り連結子会社に含めておりま

す。

　また当社は、平成19年12月11

日付で Roger Cleveland 

Golf Company,Inc.及び同社グ

ループ５社（以下、クリーブラ

ンド社）の全株式を取得した

ことに伴い、同社を前連結会計

年度より連結子会社に含めて

おりますが、同社の損益計算書

は当中間連結会計期間より連

結しております。

　

　当中間連結会計期間まで連結

子会社であった㈱ダンロップ

スポーツエヌエスは、平成19年

７月１日付の㈱ダンロップス

ポーツとの合併により消滅し

ました。

　また当社は、平成19年９月７

日付でタイに合弁会社の

Srixon Sports Manufacturing

（Thailand）Co.,Ltd.を出資比

率60％で設立し、当連結会計年

度より連結子会社に含めてお

ります。

　また当社は、平成19年12月

11日付で Roger Cleveland 

Golf Company,Inc.及び同社グ

ループ５社（以下、クリーブラ

ンド社）の全株式を取得した

ことに伴い、同社を当連結会計

年度より連結子会社に含めて

おります。なお、当連結会計年

度においては同社の貸借対照

表を連結しております。

 (2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ダンロップゴルフショッ

プ

㈱ワコーテニス

㈱ハイマックス

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ワコーテニス

㈱ハイマックス

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ダンロップゴルフショッ

プ

㈱ワコーテニス

㈱ハイマックス

 (連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社はいずれも小規

模であり、売上高、総資産、中間

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

(連結の範囲から除いた理由)

　同左　

(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社はいずれも小規

模であり、売上高、総資産、当期

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の

非連結子会社数　３社

会社名

㈱ダンロップゴルフショッ

プ

㈱ワコーテニス

㈱ハイマックス

(1）持分法適用の

非連結子会社数　２社

会社名

㈱ワコーテニス

㈱ハイマックス　

　

(1）持分法適用の

非連結子会社数　３社

会社名

㈱ダンロップゴルフショッ

プ

㈱ワコーテニス　

㈱ハイマックス　
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (2）持分法適用の

関連会社数　３社

会社名

柏泉グリーン開発㈱

長維工業股?有限公司

長維BVI工業股?有限公司

(2）持分法適用の

関連会社数　３社

会社名

同左

(2）持分法適用の

関連会社数　３社

会社名

同左

 (3）持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社はあり

ません。

(3）同左 (3）同左

 (4）持分法適用会社の中間決算日

は、全て中間連結決算日と一致

しております。

(4）同左 (4）持分法適用会社の決算日は、全

て連結決算日と一致しており

ます。

３　連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社の中間決算日はすべて

中間連結決算日と一致しておりま

す。

　一部の連結子会社の中間決算日は

４月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成にあた

り、これらの会社については、中間

連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく中間財務諸表を使用して

おります。

　なお、その他の連結子会社の中間

決算日は、中間連結決算日と一致し

ております。

　連結子会社のうち、クリーブラン

ド社の決算日は10月31日でありま

す。

　連結財務諸表の作成にあたり、こ

れらの会社については、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。

　なお、その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

４　会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券：

時価のあるもの…中間決算

日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は主として総平均法に

より算定しております）

時価のないもの…主として

総平均法による原価法

①　有価証券

　同左

　

①　有価証券

その他有価証券：

時価のあるもの…決算日の

市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価

は主として総平均法により

算定しております）

時価のないもの…主として

総平均法による原価法

 ②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

　同左

②　デリバティブ

　同左

 ③　たな卸資産

主として総平均法による低価

法

③　たな卸資産

　同左

③　たな卸資産

　同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得

したもの：

　主として旧定率法

平成19年４月１日以降に取得

したもの：

　主として定率法

（ただし、在外子会社につい

ては定額法）

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬

具
２～17年

工具器具及び備品２～20年

①　有形固定資産

主として定率法

（ただし、在外子会社につい

ては定額法）

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬

具
１～17年

工具器具及び備品１～20年

①　有形固定資産

主として定率法 

（ただし、在外子会社について

は定額法）

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬

具
１～17年

工具器具及び備品１～20年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 　   (会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間連結会計期間より、平成19年

４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の方

法に変更しております。　

　この変更に伴う営業利益、経

常利益、税金等調整前中間純利

益に与える影響額は軽微であ

ります。

　  （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

有形固定資産について、改正前

の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により、取得価額

の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利

益がそれぞれ18百万円減少し

ております。

　なお、セグメントに与える影

響は、（セグメント情報）に記

載しております。

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４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の方法に

変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法

に比べて、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ28百万円減少して

おります。

　なお、セグメントに与える影

響は、（セグメント情報）に記

載しております。

 ②　無形固定資産

定額法

　在外子会社については、各国

の会計規則、税法等による定額

法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、利用可能期間

（５年）に基づいて償却して

おります。

　また、商標権については10年、

特許権については８年にて償

却しております。

②　無形固定資産

　同左

②　無形固定資産

　同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

①　貸倒引当金

　　同左

①　貸倒引当金

　　同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、当中間連結会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。

②　賞与引当金

　　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度に負担すべき

支給見込額を計上しております。

 ③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるた

め、当中間連結会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるた

め、当中間連結会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。　

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度に負担すべき

支給見込額を計上しております。

 　  （追加情報）

　当中間連結会計期間より、当

社及び一部の連結子会社にお

いて役員賞与を役員報酬に含

めて支給しているため、当該会

社においては役員賞与引当金

を計上しておりません。

 　  （追加情報） 

　当連結会計年度より、当社及

び一部の連結子会社において

役員賞与を役員報酬に含めて

支給しているため、当該会社に

おいては役員賞与引当金を計

上しておりません。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ④　－

　

④　売上値引引当金

　商品の販売において、将来発生

する可能性があると見込まれる

売上値引等に備えるため、その見

込額を計上しております。

④　売上値引引当金

　同左

 ⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）による定

額法により費用処理しておりま

す。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年、15年）

による定額法により翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。

⑤　退職給付引当金

　　同左

⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）による定

額法により費用処理しておりま

す。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年、15年）

による定額法により翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。

 ⑥　役員退職慰労引当金

　国内連結子会社は役員の退職慰

労金の支出に備えるため、内規に

よる当中間連結会計期間末要支

給額を計上しております。

⑥　役員退職慰労引当金

　　同左

⑥　役員退職慰労引当金

　国内連結子会社は役員の退職慰

労金の支出に備えるため、内規に

よる当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

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

じた会計処理によっております。

　　同左 　　同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ会計を採用しており

ます。

　なお、為替予約については振当

処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　　同左

　

①　ヘッジ会計の方法

　　同左

　

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

　為替予約 外貨建金銭債

権債務及び外

貨建予定取引

  

 ③　ヘッジ方針

　当社及び連結子会社の内規に基

づき、為替変動リスクを回避する

ために行っております。

③　ヘッジ方針

　　同左

③　ヘッジ方針

　　同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資産

・負債又は予定取引に関する重

要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時及びその後も継続

してキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定する

ことができるため、事後的なヘッ

ジ有効性評価は実施しておりま

せん。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、中間連結貸借対照表上、預

り消費税等と仮払消費税等の相

殺後の額235百万円を流動負債の

「未払金」に含め、相殺後の額6

百万円を流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

５　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

─── 　のれんの償却については、原則と

して20年以内の年数で均等償却す

ることとしております。

　平成19年12月11日付のクリーブラ

ンド社の買収に伴い発生したのれ

んについては、当中間連結会計期間

から償却しております。

　その他に発生したのれんの償却に

ついては、その金額が僅少な場合

は、発生年度にその全額を償却して

おります。

　なお、クリーブランド社が保有す

るのれんは、米国財務会計基準審議

会基準書142号に基づき、均等償却

を行わず、年一回及び公正価値が帳

簿価額を下回る恐れを示す事象が

発生した都度、減損の有無を判定し

ております。

　のれんの償却については、20年以

内の年数で均等償却することとし

ております。

　平成19年12月11日付のクリーブラ

ンド社の買収に伴い発生したのれ

んについては、当連結会計年度末か

ら同社の貸借対照表を連結してお

りますので、翌連結会計年度から償

却することとしております。

　その他に発生したのれんの償却に

ついては、その金額が僅少な場合

は、発生年度にその全額を償却して

おります。

　なお、クリーブランド社が保有す

るのれんは、米国財務会計基準審議

会基準書142号に基づき、均等償却

を行わず、年一回及び公正価値が帳

簿価額を下回る恐れを示す事象が

発生した都度、減損の有無を判定し

ております。

６　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない、取得日から３ケ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

　　同左 　　同左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

──― （中間連結貸借対照表）

　   前中間連結会計期間まで「未払金」に含めておりました「売上値

引引当金」（前中間連結会計期間は21百万円）については、重要性が

増したため区分掲記しております。

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含めておりまし

た「ゴルフ会員権関連損失」（前中間連結会計期間は4百万円）につ

いては、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

１　前中間連結会計期間まで営業外収益に区分掲記しておりました

「賃貸収入」（当中間連結会計期間は5百万円）、「諸権利使用

料」（当中間連結会計期間は9百万円）については、営業外収益総

額の100分の10以下であるため、営業外収益の「その他」に含めて

表示しております。

　 ２　前中間連結会計期間まで営業外費用に区分掲記しておりました

「売上割引」（当中間連結会計期間は14百万円）、「賃貸収入原

価」（当中間連結会計期間は1百万円）については、営業外費用総

額の100分の10以下であるため、営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。

──― （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　 １　前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「未払金の増減額」に含めておりました「売上値引引当金の増減

額」（前中間連結会計期間は14百万円）については、重要性が増し

たため区分掲記しております。

　 ２　前中間連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めておりました「定期預金の預入による支出」

（前中間連結会計期間は0百万円）については、重要性が増したた

め区分掲記しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 15,911百万円 　 16,866百万円 　   16,913百万円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

※２　－

　

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

す。

建物及び構築物 61百万円

土地 260百万円

計 321百万円

 建物及び構築物 58百万円

土地 260百万円

計 319百万円

　担保付債務は次のとおりです。 　 　担保付債務は次のとおりです。

短期借入金 105百万円  短期借入金 －百万円

※３　中間連結会計期間末日満期手形等の処

理

　当中間連結会計期間の連結決算日は銀

行休業日でありましたが、同日が満期日

の下記の手形等は、実際の決済日に処理

しております。

※３　－　

　

※３　連結会計年度末日満期手形等の処理

　当連結会計年度の連結決算日は銀行休

業日でありましたが、同日が満期日の下

記の手形等は、実際の決済日に処理して

おります。

受取手形及び売掛金 117百万円

支払手形及び買掛金 1,250百万円

未払金 139百万円

 受取手形及び売掛金 156百万円

支払手形及び買掛金 769百万円

未払金 90百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　固定資産除売却損 ※１　固定資産除売却損 ※１　固定資産除売却損

　内訳は下記のとおりであります。

建物及び構築物 　11百万円

機械装置及び運搬具  44百万円

工具器具及び備品  8百万円

土地 5百万円

廃棄費用他  3百万円

計 73百万円

　内訳は下記のとおりであります。

建物及び構築物 　 1百万円

機械装置及び運搬具   12百万円

工具器具及び備品  6百万円

廃棄費用他 13百万円

計 34百万円

　内訳は下記のとおりであります。

建物及び構築物 29百万円

機械装置及び運搬具 67百万円

工具器具及び備品 19百万円

廃棄費用他 11百万円

計 128百万円

※２　－

　

※２　減損損失

　　当中間連結会計期間において以下の資産

について減損損失を計上しております。 

※２　減損損失

　当連結会計年度において以下の資産に

ついて減損損失を計上しております。

 
場所 用途 種類

減損損失
(百万円)

兵庫県
西宮市

事業用
資産

建物及び
構築物
等、撤去
費用

55

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

大阪府
箕面市

事業用
資産

建物及び
構築物、
土地等

39

 　当社グループは、事業用資産については

原則として事業区分毎に、遊休資産につい

ては物件単位毎にグルーピングを実施し

ております。

　上記資産グループについては、撤去予定

であることから、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額及び撤去費用を減

損損失として特別損失に計上しておりま

す。当該建物及び構築物等の簿価は46百万

円、撤去費用は9百万円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、評価額を零としておりま

す。

　当社グループは、事業用資産については

原則として事業区分毎に、遊休資産につ

いては物件単位毎にグルーピングを実施

しております。

　上記資産グループについては、売却によ

り処分する方針が決定したことから、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、時価の算定方法は、不動

産鑑定評価額により算出しております。

※３　－

　

※３　当中間連結会計期間における税金費用

について、一部の連結子会社は簡便法によ

る税効果会計を適用しているため、当該会

社に係る法人税等調整額は「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示しておりま

す。

※３　－
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間
末株式数(株)

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 290,000 － － 290,000

合計 290,000 － － 290,000

（注） 当中間連結会計期間末までに取得及び保有している自己株式はありません。

２　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成19年３月23日

定時株主総会
普通株式 580 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円) 配当の原資
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成19年８月９日

取締役会
普通株式 580 利益剰余金 2,000 平成19年６月30日 平成19年９月６日

当中間連結会計期間（自　平成20年１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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間
末株式数(株)

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 290,000 － － 290,000

合計 290,000 － － 290,000

（注） 当中間連結会計期間末までに取得及び保有している自己株式はありません。

２　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成20年３月26日

定時株主総会
普通株式 580 2,000 平成19年12月31日 平成20年３月27日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円) 配当の原資
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成20年８月８日

取締役会
普通株式 580 利益剰余金 2,000 平成20年６月30日 平成20年９月８日

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 290,000 － － 290,000

合計 290,000 － － 290,000
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（注）当連結会計年度末までに取得及び保有している自己株式はありません。

２　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成19年３月23日

定時株主総会
普通株式 580 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

平成19年８月９日

取締役会
普通株式 580 2,000 平成19年６月30日 平成19年９月６日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円) 配当の原資
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成20年３月26日

定時株主総会
普通株式 580 利益剰余金 2,000 平成19年12月31日 平成20年３月27日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 4,932百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△20百万円

現金及び現金同等物 4,912百万円

現金及び預金勘定      5,887百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
　 △1,814百万円

現金及び現金同等物      4,072百万円

現金及び預金勘定 4,561百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△707百万円

現金及び現金同等物 3,854百万円

※２　－ ※２　当中間連結会計期間における連結範囲

異動を伴う子会社株式の取得による支

出350百万円は、前連結会計年度におけ

る未払金の支払い額であります。

※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに Roger 

Cleveland Golf Company,Inc. 及び同社グ

ループ５社（以下、クリーブランド社）

を連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びにクリーブランド社

株式の取得価額とクリーブランド社取得

のための支出（純額）との関係は次のと

おりであります。

クリーブランド社

流動資産 8,871百万円

固定資産 1,237百万円

のれん 8,367百万円

流動負債 △8,354百万円

固定負債 △48百万円

クリーブランド社

株式の取得価額
10,073百万円

クリーブランド社の

現金及び現金同等物
△690百万円

未払金 △350百万円

クリーブランド社取得

のための支出
9,031百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

（借主側） （借主側） （借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高
相当額

(百万円)

機械装
置及び
運搬具

54 22 31

工具器
具及び
備品

612 194 417

(無形固
定資産)
その他

55 17 38

合計 722 234 487

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高
相当額

(百万円)

機械装
置及び
運搬具

60 24 35

工具器
具及び
備品

623 236 387

(無形固
定資産)
その他

96 50 46

合計 780 310 469

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装
置及び
運搬具

54 21 32

工具器
具及び
備品

609 232 376

(無形固
定資産)
その他

77 37 39

合計 740 292 448

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

②　未経過リース料中間期末残高相当額等 ②　未経過リース料中間期末残高相当額等 ②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

一年内 121百万円

一年超 366百万円

合計 487百万円

一年内 128百万円

一年超 341百万円

合計 469百万円

一年内 118百万円

一年超 329百万円

合計 448百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高相当額

が有形固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高相当額が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定してお

ります。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 49百万円

減価償却費相当額 49百万円

支払リース料 67百万円

減価償却費相当額 67百万円

支払リース料 115百万円

減価償却費相当額 115百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

　同左

④　減価償却費相当額の算定方法

　同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

一年内 30百万円

一年超 104百万円

合計 134百万円

一年内 239百万円

一年超 940百万円

合計 1,180百万円

一年内 259百万円

一年超 1,138百万円

合計 1,398百万円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

　　同左

（減損損失について）

　　同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

①　株式 170 325 155

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 170 325 155

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 30

合計 30

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

①　株式 173 249 76

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 173 249 76

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 25

合計 25

前連結会計年度末（平成19年12月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

①　株式 172 294 122

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 172 294 122

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 12
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内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

合計 12

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、開示の対象となるものはありません。

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨 為替予約取引    

　 買建    

　 米ドル 482 487 4

合計 482 487 4

　（注）１　ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除いております。

２　為替予約はヘッジ目的で行っており、その評価損益は、当中間連結会計期間の損益に含めております。

前連結会計年度末（平成19年12月31日）

デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、開示の対象となるものはありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　
スポーツ用品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 26,590 1,441 28,031 － 28,031

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
54 240 295 (295) －

計 26,645 1,681 28,327 (295) 28,031

営業費用 23,819 1,739 25,558 (303) 25,254

営業利益又は営業損失（△） 2,826 △57 2,768 8 2,776

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）スポーツ用品事業……ゴルフ用品、テニス用品等の製造・販売

（ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフバッグ、ゴルフシューズ、テニスラケット、テ

ニスボール、テニスシューズ等）

ライセンスビジネス

(2）その他事業……………ゴルフトーナメントの運営、ゴルフスクール・テニススクールの運営、ゴルフ場の運

営、他

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

　

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　
スポーツ用品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 38,723 1,798 40,521 － 40,521

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
42 539 582 (582) －

計 38,766 2,337 41,104 (582) 40,521

営業費用 33,489 2,379 35,869 (594) 35,274

営業利益又は営業損失（△） 5,276 △41 5,234 12 5,246

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）スポーツ用品事業……ゴルフ用品、テニス用品等の製造・販売

（ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフバッグ、ゴルフシューズ、テニスラケット、テ

ニスボール、テニスシューズ等）

ライセンスビジネス

(2）その他事業……………ゴルフトーナメントの運営、ゴルフスクール・テニススクールの運営、ゴルフ場の運

営、他

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

 ４　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これ

により、スポーツ用品事業の営業利益が17百万円減少し、その他事業の営業損失が1百万円増加しておりま

す。

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　
スポーツ用品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      
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スポーツ用品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

(1）外部顧客に対する売上高 54,334 4,819 59,153 － 59,153

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
128 816 944 (944) －

計 54,462 5,635 60,097 (944) 59,153

営業費用 48,935 5,454 54,390 (961) 53,429

営業利益 5,526 180 5,707 16 5,724

（注） １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）スポーツ用品事業……ゴルフ用品、テニス用品等の製造・販売

（ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフバッグ、ゴルフシューズ、テニスラケット、テ

ニスボール、テニスシューズ等）

ライセンスビジネス

(2）その他事業……………ゴルフトーナメントの運営、ゴルフスクール・テニススクールの運営、ゴルフ場の運

営、他

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

 ４　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４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の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業利益

がスポーツ用品事業において28百万円、その他事業において0百万円それぞれ減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　
日本

（百万円）
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 24,343 3,688 28,031 － 28,031

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,820 18 1,838 (1,838) －

計 26,163 3,706 29,870 (1,838) 28,031

営業費用 23,578 3,494 27,072 (1,817) 25,254

営業利益又は営業損失（△） 2,585 212 2,798 △21 2,776

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　その他…………北米、欧州、アジア、オセアニア

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。　　

　

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　
日本

（百万円）
北米

（百万円）
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
27,383 9,116 4,021 40,521 － 40,521

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,841 1,209 599 3,650 (3,650) －

計 29,225 10,325 4,620 44,171 (3,650) 40,521

営業費用 24,696 9,270 4,773 38,740 (3,465) 35,274

営業利益又は

営業損失（△）
4,528 1,055 △152 5,431 △184 5,246

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　北　米…………米国、カナダ

　　　その他…………欧州、アジア、オセアニア

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

 ４　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これ

により営業利益が日本において18百万円減少しております。

５　国又は地域の区分の変更

　前中間連結会計期間において、「北米」は「その他」に含めて表示しておりましたが、前連結会計年度よ

り、当該地域の重要性が増したため区分表示するとともに、その他の地域を「その他」として表示しており

ます。

　なお、前中間連結会計期間において当中間連結会計期間の区分によった場合の所在地別セグメント情報は

次のとおりであります。

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　
日本

（百万円）
北米

（百万円）
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
24,343 1,442 2,245 28,031 － 28,031

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,820 － 92 1,912 (1,912) －

計 26,163 1,442 2,338 29,944 (1,912) 28,031
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日本

（百万円）
北米

（百万円）
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業費用 23,578 1,365 2,201 27,145 (1,890) 25,254

営業利益又は

営業損失（△）
2,585 76 136 2,798 △22 2,776

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　
日本

（百万円）
北米

（百万円）
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
52,522 2,420 4,210 59,153 － 59,153

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,138 － 452 3,590 (3,590) －

計 55,660 2,420 4,662 62,743 (3,590) 59,153

営業費用 50,027 2,452 4,564 57,044 (3,615) 53,429

営業利益又は

営業損失（△）
5,632 △31 97 5,698 25 5,724

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　北　米…………米国、カナダ

　　　その他…………欧州、アジア、オセアニア

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

  ４　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４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の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業利益

が日本において28百万円減少しております。
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【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

海外売上高（百万円） 連結売上高（百万円）
連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

5,091 28,031 18.2

　（注）１　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。

２　各国又は地域ごとの売上高が連結売上高の10％未満であるため、区分しておりません。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,252 3,587 2,597 14,438

Ⅱ　連結売上高（百万円）    40,521

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
20.4 8.8 6.4 35.6

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　２　各区分に属する主な国又は地域

　　　北　米…………米国、カナダ

　　　欧　州…………英国、フランス、ドイツ、スペイン

　　　その他…………アジア、オセアニア

　　　　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。

　　　　４　国又は地域の区分の変更

　　　　　　 従来、海外売上高は国又は地域ごとの区分をしておりませんでしたが、当中間連結会計期間において「北米」及び

「欧州」の重要性が増したため区分表示するとともに、その他の地域を「その他」として表示しておりま

す。なお、前中間連結会計期間の「北米」の海外売上高は1,444百万円、連結売上高に占める割合は5.2％、「欧

州」の海外売上高は1,384百万円、連結売上高に占める割合は4.9％、「その他」の海外売上高は2,263百万円、

連結売上高に占める割合は8.1％であります。また、前連結会計年度の「北米」の海外売上高は2,422百万円、

連結売上高に占める割合は4.1％、「欧州」の海外売上高は2,332百万円、連結売上高に占める割合は3.9％、

「その他」の海外売上高は4,311百万円、連結売上高に占める割合は7.3％であります。

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

海外売上高（百万円） 連結売上高（百万円）
連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

9,066 59,153 15.3

　（注）１　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。

２　各国又は地域ごとの売上高が連結売上高の10％未満であるため、区分しておりません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産

額
107,409円44銭

１株当たり中間純

利益
5,968円49銭

１株当たり純資産

額
117,139円63銭

１株当たり中間純

利益
9,948円28銭

１株当たり純資産

額
   110,195円37銭

１株当たり当期純

利益
   10,578円18銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 32,346 35,573 33,695

純資産の部の合計額と１株当たり純資産

額の算定に用いられた普通株式に係る純

資産額との差額（百万円）

1,197 1,602 1,738

（うち少数株主持分） (1,197) (1,602) (1,738)

普通株式に係る純資産額（百万円） 31,148 33,970 31,956

普通株式の発行済株式数（株） 290,000 290,000 290,000

２　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,730 2,885 3,067

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,730 2,885 3,067

普通株式の期中平均株式数（株） 290,000 290,000 290,000
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　当社は、平成19年８月29日開催の取締役会に

おいて、タイのVega Balls Manufacturing　Co.,

Ltd（以下、Vega社）との間で、硬式テニス

ボールを製造する合弁会社を設立することを

下記のとおり決議いたしました。

(1）合弁会社設立の理由

　当社は、テニス事業を拡大していくため、

コスト競争力のある硬式テニスボールの生

産拠点を確保するとともに、生産能力を増

強する必要があり、このたびタイに合弁会

社を設立することといたしました。

　なお、合弁先のVega社は、バスケットボー

ルやサッカーなどの各種スポーツボールを

製造する会社であり、以前より当社硬式テ

ニスボールの一部商品を生産しております

が、合弁会社設立後は、合弁会社がVega社の

硬式テニスボール生産設備を買い取り、生

産を行うこととなります。 

(2）合弁会社の概要

① 会社名称

    Srixon Sports Manufacturing 

   （Thailand）Co.,Ltd.

② 所在地

　  タイ国プランチブリ県カビンブリ市

③ 規模

　  資本金：87.5百万バーツ

　（1株1,000バーツ×87,500株）

④ 出資比率

　  当社：60％、Vega社：40％

⑤ 設立

　  平成19年９月７日

⑥ 事業内容

　  硬式テニスボールの製造

(3）日程

　平成19年８月29日　　　　取締役会決議

　平成19年９月７日      　合弁会社設立

　平成20年１月(予定)　　　生産開始

─── ───

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 　 729   599   381   

２　受取手形 ※２　 196   66   128   

３　売掛金 ※２　 14,420   12,589   15,745   

４　たな卸資産 　 4,769   5,213   4,945   

５　未収入金 ※２　 2,271   2,458   3,190   

６　その他 　 965   3,133   6,800   

貸倒引当金 　 △61   △36   △40   

流動資産合計 　  23,292 53.1  24,024 45.0  31,151 50.5

Ⅱ　固定資産 　          

１　有形固定資産 ※１　          

(1）建物 　 1,233   1,132   1,238   

(2）機械及び装置 　 1,141   1,050   1,087   

(3）土地 　 1,541   1,418   1,508   

(4）その他 　 1,067   1,010   1,032   

有形固定資産合計 　 4,983  11.4 4,612  8.6 4,866  7.9

２　無形固定資産 　          

(1）商標権 　 5,007   4,378   4,694   

(2）その他 　 1,383   1,210   1,283   

無形固定資産合計 　 6,391  14.6 5,588  10.5 5,978  9.7

３　投資その他の資産 　          

(1）関係会社株式 　 4,180   14,999   14,999   

(2）関係会社長期貸付金 　 4,071   3,936   4,397   

(3）その他 　 3,384   2,572   2,707   

    貸倒引当金 　 △1,097   △1,023   △1,097   

  　関係会社株式評価引
当金

　 △1,356   △1,356   △1,356   

投資その他の資産合
計

　 9,182  20.9 19,129  35.9 19,649  31.9

固定資産合計 　  20,557 46.9  29,330 55.0  30,495 49.5

資産合計 　  43,850 100.0  53,354 100.0  61,647 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１　支払手形 ※２ 728   598   677   

２　買掛金 ※２ 4,836   5,234   5,582   

３　短期借入金 　 －   2,064   13,835   

４　一年以内返済予定の長
期借入金

　 －   2,000   －   

５　未払金 ※２ 2,060   1,917   2,876   

６　未払法人税等　 　 610   1,456   1,460   

７　預り金 　 6,068   4,646   7,919   

８　賞与引当金 　 82   89   87   

９　その他 　 321   258   208   

流動負債合計 　  14,708 33.6  18,265 34.2  32,647 53.0

Ⅱ　固定負債 　          

　１　長期借入金 　 －   4,000   －   

２　退職給付引当金 　 332   325   335   

３　その他 　 468   468   468   

固定負債合計 　  801 1.8  4,794 9.0  804 1.3

負債合計 　  15,509 35.4  23,059 43.2  33,451 54.3

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１　資本金 　  9,207 21.0  9,207 17.3  9,207 14.9

２　資本剰余金 　          

(1）資本準備金 　 9,207   9,207   9,207   

資本剰余金合計 　  9,207 21.0  9,207 17.3  9,207 14.9

３　利益剰余金 　          

(1）その他利益剰余金 　          

別途積立金 　 5,500   6,500   5,500   

繰越利益剰余金 　 4,392   5,374   4,277   

利益剰余金合計 　  9,892 22.5  11,874 22.2  9,777 15.9

株主資本合計 　  28,307 64.5  30,289 56.8  28,192 45.7

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１　その他有価証券評価差
額金

　  23   11   9  

２　繰延ヘッジ損益 　  10   △7   △6  

評価・換算差額等合計 　  33 0.1  4 0.0  2 0.0

純資産合計 　  28,340 64.6  30,294 56.8  28,195 45.7

負債純資産合計 　  43,850 100.0  53,354 100.0  61,647 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  20,635 100.0  22,364 100.0  42,001 100.0

Ⅱ　売上原価 ※4  11,958 58.0  12,750 57.0  24,797 59.0

売上総利益 　  8,676 42.0  9,613 43.0  17,204 41.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※4  6,549 31.7  5,789 25.9  12,979 30.9

営業利益 　  2,127 10.3  3,823 17.1  4,225 10.1

Ⅳ　営業外収益 ※1  731 3.5  929 4.2  783 1.9

Ⅴ　営業外費用 ※2  39 0.2  233 1.1  454 1.1

経常利益 　  2,819 13.6  4,519 20.2  4,554 10.9

Ⅵ　特別損失 ※3,5  65 0.3  83 0.4  143 0.4

税引前中間（当期）
純利益

　  2,753 13.3  4,435 19.8  4,410 10.5

法人税、住民税及び事
業税

　 658   1,543   1,488   

法人税等調整額 　 229 887 4.3 215 1,758 7.8 589 2,077 4.9

中間（当期）純利益 　  1,866 9.0  2,677 12.0  2,332 5.6
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成18年12月31日　残高 9,207 9,207 2,500 6,105 8,605 27,020

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － △580 △580 △580

別途積立金の積立 － － 3,000 △3,000 － －

中間純利益 － － － 1,866 1,866 1,866

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 － － 3,000 △1,713 1,286 1,286

平成19年６月30日　残高 9,207 9,207 5,500 4,392 9,892 28,307

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成18年12月31日　残高 69 46 116 27,136

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － － △580

別途積立金の積立 － － － －

中間純利益 － － － 1,866

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△46 △36 △82 △82

中間会計期間中の変動額合計 △46 △36 △82 1,204

平成19年６月30日　残高 23 10 33 28,340

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成19年12月31日　残高 9,207 9,207 5,500 4,277 9,777 28,192

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － △580 △580 △580

別途積立金の積立 － － 1,000 △1,000 － －

中間純利益 － － － 2,677 2,677 2,677

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 － － 1,000 1,097 2,097 2,097

平成20年６月30日　残高 9,207 9,207 6,500 5,374 11,874 30,289
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評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

平成19年12月31日　残高 9 △6 2 28,195

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － － △580

別途積立金の積立 － － － －

中間純利益 － － － 2,677

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

2 △0 1 1

中間会計期間中の変動額合計 2 △0 1 2,098

平成20年６月30日　残高 11 △7 4 30,294

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円）

平成18年12月31日　残高 9,207 9,207 2,500 6,105 8,605 27,020

事業年度中の変動額       

剰余金の配当（注） － － － △580 △580 △580

剰余金の配当 － － － △580 △580 △580

別途積立金の積立（注） － － 3,000 △3,000 － －

当期純利益 － － － 2,332 2,332 2,332

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － 3,000 △1,827 1,172 1,172

平成19年12月31日　残高 9,207 9,207 5,500 4,277 9,777 28,192

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円）

平成18年12月31日　残高 69 46 116 27,136

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注） － － － △580

剰余金の配当 － － － △580

別途積立金の積立（注） － － － －

当期純利益 － － － 2,332

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△60 △53 △113 △113

事業年度中の変動額合計 △60 △53 △113 1,059

平成19年12月31日　残高 9 △6 2 28,195

 （注）　平成19年３月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

②　その他有価証券

時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

総平均法により算定しておりま

す。）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は総平

均法により算定しております。）

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品

総平均法による低価法

②　原材料

総平均法による原価法

③　貯蔵品

最終仕入原価法

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品

　同左

②　原材料

　同左

③　貯蔵品

　同左

(2）たな卸資産

①　製品・仕掛品

　同左

②　原材料

　同左

③　貯蔵品

　同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得したも

の：

　旧定率法

平成19年４月１日以降に取得したも

の：

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ２～43年

構築物 10～50年

機械及び装置 ２～17年

工具器具及び備品 ２～20年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ２～43年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ２～17年

工具器具及び備品 ２～20年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

  定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ３～39年

構築物 10～50年

機械及び装置 ５～17年

工具器具及び備品 ２～20年

    （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会計期間

より、平成19年４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の方法に変更してお

ります。　

　この変更に伴う営業利益、経常利益、税

引前中間純利益に与える影響額は軽微で

あります。

    （追加情報） 

　法人税法の改正に伴い、平成19年3月31

日以前に取得した有形固定資産につい

て、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により、取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益がそれぞれ16百万円減少し

ております。　　

　  （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年4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

基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。　

　この変更に伴い、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益がそれぞれ27百万円減少しておりま

す。
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用目的のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいて償却しておりま

す。

　また、商標権については10年、特許権

については８年にて償却しておりま

す。

(2）無形固定資産

　同左

　

　

(2）無形固定資産

　同左

　

　

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　同左

(2）関係会社株式評価引当金

　関係会社に対する投資により発生が見

込まれる損失に備えるため、その資産内

容等を検討して計上しております。

(2）関係会社株式評価引当金

　　同左

(2）関係会社株式評価引当金

　　同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、当中

間会計期間に負担すべき支給見込額を計

上しております。

(3）賞与引当金

　　同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、当事

業年度に負担すべき支給見込額を計上し

ております。

(4）役員賞与引当金 (4）役員賞与引当金 (4）役員賞与引当金

（追加情報）

　当中間会計期間より役員賞与を役員報

酬に含めて支給しているため、役員賞与

引当金を計上しておりません。

　  －

　

（追加情報）

　当事業年度より、役員賞与を役員報酬に

含めて支給しているため、役員賞与引当

金を計上しておりません。

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。

　過去勤務債務については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による按分額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による按分額を翌期よ

り費用処理することとしております。

(5）退職給付引当金

　　同左

　

　

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による按分額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による按分額を翌事業

年度より費用処理することとしておりま

す。

４　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

４　リース取引の処理方法

　　同左

４　リース取引の処理方法

　　同左

５　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　なお、為替予約については振当処理を採

用しております。

５　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　同左

　

５　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　同左
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　  同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

   為替予約

 

 

    外貨建金銭債

    権債務及び外

    貨建予定取引 

　 　

     

 

③　ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、為替変動リスクを

回避するために行っております。

③　ヘッジ方針

　　同左

③　ヘッジ方針

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債

又は予定取引に関する重要な条件が同一

であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も

継続してキャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定することができる

ため、事後的なヘッジ有効性評価は実施

しておりません。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

６　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、中間貸借対照表上、預り消費税等

と仮払消費税等の相殺後の額183百万円

を流動負債の「未払金」に含めて表示し

ております。

６　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、中間貸借対照表上、預り消費税等

と仮払消費税等の相殺後の額106百万円

を流動負債の「未払金」に含めて表示し

ております。

６　その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 13,357百万円 　 13,518百万円 　 13,321百万円

※２　中間期末日満期手形等の処理

　当期の中間決算日は銀行休業日であ

りましたが、同日が満期日の下記の手

形等は、実際の決済日に処理しており

ます。

受取手形 23百万円

売掛金 2,162百万円

未収入金 496百万円

支払手形 246百万円

買掛金 867百万円

未払金 139百万円

※２　－ ※２　期末日満期手形等の処理

　当期の決算日は銀行休業日でありま

したが、同日が満期日の下記の手形等

は、実際の決済日に処理しております。

 

受取手形 21百万円

売掛金 2,761百万円

未収入金 471百万円

支払手形 137百万円

買掛金 944百万円

未払金 90百万円

　３　偶発債務

　関係会社の金融機関からの借入れに

対する債務保証額等

①　保証債務

　３　偶発債務

　関係会社の金融機関からの借入れに

対する債務保証額等

①　保証債務

　３　偶発債務

　関係会社の金融機関からの借入れ等

に対する債務保証額等

①　保証債務

Srixon Sports 

USA, Inc.

523百万円

(4,250千米ドル)

Roger Cleveland 

Golf Company,Inc.

4,576百万円　

(43,000千米ドル)　

Srixon Sports 

USA, Inc.

606百万円

(5,700千米ドル)

Srixon Sports 

Europe Ltd.　

74百万円　

(350千英ポンド)　

Srixon Sports 

USA, Inc.

530百万円

(4,650千米ドル)

Srixon Sports 

Europe Ltd.

79百万円

(350千英ポンド)　

②　－ ②　保証予約 ②　－

　 Srixon Sports 

Manufacturing

(Thailand) Co.,

Ltd.　

443百万円　

(140,000千バーツ)

　

③　経営指導念書 ③　経営指導念書　　 ③　経営指導念書　

Srixon Sports 

Australasia 

Pty. Ltd.

365百万円

(3,500千豪ドル)

Srixon Sports 

Australasia 

Pty. Ltd.

   340百万円

(3,325千豪ドル)

Srixon Sports 

Australasia 

Pty. Ltd.

350百万円

(3,500千豪ドル)
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの

受取利息 30百万円

受取配当金 540百万円

諸権利使用料 15百万円

ソフトウェア使用料 27百万円

為替差益 99百万円

受取利息   103百万円

受取配当金    687百万円

諸権利使用料   12百万円

ソフトウェア使用料   28百万円

　 　

受取利息   84百万円

受取配当金    540百万円

諸権利使用料     35百万円

ソフトウェア使用料   53百万円

　   

※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの

支払利息 9百万円

たな卸資産処分損 16百万円

　 　

　 　

支払利息 104百万円

為替差損 122百万円

　 　

　 　

支払利息   42百万円

たな卸資産処分損   233百万円

為替差損 137百万円

　    

※３　特別損失の内訳 ※３　特別損失の内訳 ※３　特別損失の内訳

固定資産除却損

（主として機械及び装

置）

65百万円

  

固定資産除却損

（撤去費用等）
　　　27百万円

減損損失 55百万円

  計 83百万円

　  

固定資産除却損

（主として機械及

び装置）

104百万円

減損損失 39百万円

  計 143百万円

　  

※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額

有形固定資産 348百万円

無形固定資産 456百万円

計 805百万円

有形固定資産   364百万円

無形固定資産    466百万円

計 830百万円

有形固定資産 778百万円

無形固定資産 916百万円

計 1,694百万円

※５　－

　

　

※５　減損損失

　当中間会計期間において以下の資産に

ついて減損損失を計上しております。

※５　減損損失

　当事業年度において以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

 
場所 用途 種類

減損損失
(百万円)

兵庫県
西宮市

事業用
資産

建物等、
撤去費用

55

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

大阪府
箕面市

事業用
資産

建物、土
地等

39

　 　当社は、事業用資産については原則とし

て事業区分毎に、遊休資産については物

件単位毎にグルーピングを実施しており

ます。

　上記資産グループについては、撤去予定

であることから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額及び撤去費用

を減損損失として特別損失に計上してお

ります。当該建物等の簿価は46百万円、撤

去費用は9百万円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、評価額を零としており

ます。

　

　

　当社は、事業用資産については原則とし

て事業区分毎に、遊休資産については物

件単位毎にグルーピングを実施しており

ます。

　上記資産グループについては、売却によ

り処分する方針が決定したことから、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、時価の算定方法は、不動

産鑑定評価額により算出しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 (借主側)

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 (借主側)

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 (借主側)

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高
相当額

(百万円)

工具器
具及び
備品

137 51 85

ソフト
ウェア

23 11 11

合計 160 63 97

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高
相当額

(百万円)

工具器
具及び
備品

194 78 115

ソフト
ウェア

26 17 9

合計 221 96 124

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

工具器
具及び
備品

140 67 73

ソフト
ウェア

23 13 9

合計 163 81 82

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

２　未経過リース料中間期末残高相当額等 ２　未経過リース料中間期末残高相当額等 ２　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

一年内 33百万円

一年超 63百万円

合計 97百万円

一年内 38百万円

一年超   85百万円

合計   124百万円

一年内 30百万円

一年超 52百万円

合計 82百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

支払リース料   19百万円

減価償却費相当額   19百万円

支払リース料 32百万円

減価償却費相当額 32百万円

４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

　　同左

４　減価償却費相当額の算定方法

　　同左 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

　　同左

（減損損失について）

　　同左
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（当中間会計期間）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（前事業年度）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産

額
97,725円91銭

１株当たり中間純

利益
6,437円63銭

１株当たり純資産

額
  104,463円61銭

１株当たり中間純

利益
     9,231円16銭

１株当たり純資産

額
97,226円78銭

１株当たり当期純

利益
8,043円78銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 28,340 30,294 28,195

普通株式に係る純資産額（百万円） 28,340 30,294 28,195

普通株式の発行済株式数（株） 290,000 290,000 290,000

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の株数（株）
290,000 290,000 290,000

２　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,866 2,677 2,332

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,866 2,677 2,332

普通株式の期中平均株式数（株） 290,000 290,000 290,000
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　当社は、平成19年８月29日開催の取締役会に

おいて、タイのVega Balls Manufacturing　Co.,

Ltd（以下、Vega社）との間で、硬式テニス

ボールを製造する合弁会社を設立することを

下記のとおり決議いたしました。

(1）合弁会社設立の理由

　当社は、テニス事業を拡大していくため、

コスト競争力のある硬式テニスボールの生

産拠点を確保するとともに、生産能力を増

強する必要があり、このたびタイに合弁会

社を設立することといたしました。

　なお、合弁先のVega社は、バスケットボー

ルやサッカーなどの各種スポーツボールを

製造する会社であり、以前より当社硬式テ

ニスボールの一部商品を生産しております

が、合弁会社設立後は、合弁会社がVega社の

硬式テニスボール生産設備を買い取り、生

産を行うこととなります。 

(2）合弁会社の概要

① 会社名称

    Srixon Sports Manufacturing 

   （Thailand）Co.,Ltd.

② 所在地

　  タイ国プランチブリ県カビンブリ市

③ 規模

　  資本金：87.5百万バーツ

　（1株1,000バーツ×87,500株）

④ 出資比率

　  当社：60％、Vega社：40％

⑤ 設立

　  平成19年９月７日

⑥ 事業内容

　  硬式テニスボールの製造

(3）日程

　平成19年８月29日　　　　取締役会決議

　平成19年９月７日      　合弁会社設立

　平成20年１月(予定)　　　生産開始

─── ───

（２）【その他】

平成20年８月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………580百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………2,000円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年９月８日

　（注）平成20年６月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第５期）（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）平成20年３月27日関東財務局長に提出。

(2）臨時報告書

　平成20年６月30日関東財務局長に提出。

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定（特定子会社

の異動）に基づく臨時報告書であります。
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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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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年９月26日

ＳＲＩスポーツ株式会社  

 取締役会　御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 勝　木　保　美　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 目加田　雅　洋　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 千　田　健　悟　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＳＲＩス

ポーツ株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年１月１日か

ら平成19年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、ＳＲＩスポーツ株式会社及び連結子会社の平成19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中間

連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

　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 

　（※）上記は、監査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（半期報告書提出会社）

が別途保管しているものであります。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年９月25日

ＳＲＩスポーツ株式会社  

 取締役会　御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 勝　木　保　美　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 目加田　雅　洋　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 千　田　健　悟　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ＳＲＩスポーツ株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成20年１

月１日から平成20年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

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中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、ＳＲＩスポーツ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中間

連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

　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 

　（※）上記は、監査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（半期報告書提出会社）

が別途保管しているものであります。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年９月26日

ＳＲＩスポーツ株式会社  

 取締役会　御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 勝　木　保　美　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 目加田　雅　洋　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 千　田　健　悟　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＳＲＩス

ポーツ株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第５期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１日から

平成19年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間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中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

ＳＲＩスポーツ株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１日

から平成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　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 

　（※）上記は、監査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（半期報告書提出会社）

が別途保管しているものであります。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年９月25日

ＳＲＩスポーツ株式会社  

 取締役会　御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 勝　木　保　美　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 目加田　雅　洋　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 千　田　健　悟　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ＳＲＩスポーツ株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第６期事業年度の中間会計期間（平成20年１月

１日から平成20年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間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中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

ＳＲＩスポーツ株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年１月１日

から平成20年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　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 

　（※）上記は、監査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（半期報告書提出会社）

が別途保管しているものであります。
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