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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53期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第52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21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日

売上高（千円） 9,205,247　　　 8,925,719 37,381,077

経常利益（千円） 640,136 242,884 1,325,194

四半期（当期）純利益（千円） 421,181 121,212 559,373

純資産額（千円） 27,297,630 26,588,512 26,538,670

総資産額（千円） 39,055,400 38,706,837 37,676,126

１株当たり純資産額（円） 1,248.30 1,236.79 1,234.47

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 19.26 5.64 25.71

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 68.7 70.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
601,219 267,689 1,539,325

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△89,690 △65,350 △392,006

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△139,979 △145,680 △540,476

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
5,936,238 6,122,905 6,036,532

従業員数（人） 1,316 1,368 1,319

　（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21年６月30日現在

従業員数（人）     1,368

　（注）１．提出会社は平成21年６月30日現在、子会社は平成21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21年６月30日現在

従業員数（人）     1,155

　（注）１．上記のほか常勤嘱託11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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 2,584,815 83.4

 テニス用品（千円） 734,638 107.2

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 468,232 72.3

 その他（千円） 45,976 135.8

 計（千円） 3,833,661 85.8

 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） 3,833,661 85.8

　（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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 956,041 119.9

 テニス用品（千円） 397,951 81.6

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 186,542 63.6

 その他（千円） 1,744,374 95.2

 計（千円） 3,284,908 96.3

 ゴルフ場（千円） 20,519 101.7

スポーツ施設事業 その他（千円） － －

 計（千円） 20,519 101.7

合計（千円） 3,305,428 96.4

　（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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 3,883,919 97.5

 テニス用品（千円） 1,359,775 99.9

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 661,909 75.0

 その他（千円） 2,874,625 101.5

 計（千円） 8,780,230 96.9

 ゴルフ場（千円） 118,858 98.2

スポーツ施設事業 その他（千円） 26,629 103.8

 計（千円） 145,488 99.2

合計（千円） 8,925,719 97.0

　（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【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

３【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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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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、米国の金融危機から始まった世界的な景気後退の影響が根深

く、一部で生産や株価の回復の兆しが見られたものの、先行きの不透明感は払拭されず企業業績や消費マインドの

本格的な回復には程遠い厳しい状況で推移しました。

スポーツ用品業界においても、注目選手の活躍による明るい話題が絶えずマーケットに提供されたものの、購買

意欲の浮揚効果は限定的で、継続的な商品の供給過剰状態は販売価格の低下を招き、総体的に用品販売の停滞状況

が続いております。

また、スポーツ施設事業のゴルフ場では、ゴルフ人気上昇とプレーフィーの値崩れ傾向により集客の増員は見ら

れましたが、業績の本格的回復には至っておりません。

このような状況の中、当社グループは、製商品開発における先進技術の具現化と斬新なデザインの提案による

数々の新製品を市場に送り出す一方、営業においては、各種目の契約選手の活躍に連動した広告活動を展開し、消費

者への視覚的遡及効果を高め、販売促進活動を推進してまいりました。

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89億25百万円（前年同四半期比3.0％減）、売上構成

の変化による粗利率の低下等により営業利益は２億16百万円（前年同四半期比59.5％減）、経常利益は２億42百万

円（前年同四半期比62.1％減）、四半期純利益は１億21百万円（前年同四半期比71.2％減）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］

バドミントンを事業収益の柱と据え、世界各地の主要大会の協賛、きめ細かい選手の支援、商品ラインアップの

充実を図っております。引き続き選手層、愛好者層のご支持を頂いておりますが、前年のオリンピック直前の人気

高揚の反動もあり、販売は伸び悩みました。

ソフトテニスは、日本及びアジア地区に限られた種目ではありますが、堅実な販売が業績に貢献いたしました。

一方、テニスは競技自体の人気低迷と過剰供給による廉価販売の影響もあり、販売は伸び悩んでおります。

ゴルフでは、石川遼プロのマスターズ出場並びに６月最終週に開催された「ミズノオープンよみうりクラシッ

ク」での今季国内ツアー初優勝により「全英オープン」の出場権を手にするなど、絶えず明るい話題が先行しま

した。同プロ使用クラブ「ナノブイネクステージ」の高性能を訴求するには絶好の機会となりましたが、購買意

欲の更なる減退とともに苦戦いたしました。

ウエア、シューズを中心とした商品群については、ブランドマークの露出増大を追い風に、引き続き好評を頂い

ている革新的な素材・技術を拡大投入し、消費者への浸透を図っております。暑さ対策としてキシリトールの涼

感効果を応用した高機能アンダーギア「マッスルパワーＳＴＢ」シリーズの新製品を発売し、競技種目の垣根を

越えた多くのアスリートから好評を博しております。

この結果、スポーツ用品事業の売上高は87億80百万円（前年同四半期比3.1％減）、国内売上の減少及び売上構

成の変化による粗利率の低下により営業利益は２億２百万円（前年同四半期比61.1％減）となりました。

②［スポーツ施設事業］

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、天候にも恵まれた中、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の増加傾向を維持しておりますが、消費単価の上値は重く、業績は停滞して

おります。

この結果、スポーツ施設事業の売上高は１億45百万円（前年同四半期比0.8％減）、営業利益は14百万円（前年

同四半期比6.2％減）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、幾つかの業種、消費財で政府の景気浮揚施策が奏功の兆しを見せるものの、世界的な経済調整局面

の影響を受け、節約志向、生活防衛意識の高まりから個人消費の減退が継続しております。

バドミントンにおいても、安定した選手層、愛好者層の指名買いは期待できるものの、更なる営業努力が求めら

れております。また、テニス、ゴルフは、販売価格低下や購買意欲の減退から苦戦が続きましたが、ウェア、シュー

ズ等の商品群が売上を下支えいたしました。

この結果、売上高は81億35百万円（前年同四半期比0.2％増）、営業利益は２億５百万円（前年同四半期比

62.6％減）となりました。

②［北米］

北米市場は、住宅価格の下落に端を発した金融危機から、製造業の生産活動の悪化、雇用・所得環境の悪化と続

き個人消費の減少に至り、回復の兆しが見えません。

バドミントンの売上は米国、カナダとも伸張し続けておりますが、テニス、ゴルフは市場価格の低下と販売店の

信用低下から積極的な営業活動が制約されており、苦戦を強いられております。また、円高の影響もあり、日本製

製品の価格的な競争力が弱まっております。

この結果、売上高は２億12百万円（前年同四半期比27.5％減）、営業損失は19百万円（前年同四半期は63百万

円の営業損失）となりました。

③［ヨーロッパ］

ヨーロッパ市場も、製造業の生産・受注が減少し、企業・個人の別無く景況感は悪化しております。消費意欲の

減退に伴い、バドミントンの売上にも翳りが表れ、テニス・ゴルフは更に苦戦しております。

この結果、売上高は４億２百万円（前年同四半期比36.2％減）、営業損失は46百万円（前年同四半期は３百万

円の営業損失）となりました。

④［アジア（台湾）］

台湾市場は、急激に減少していた輸出がゆっくりと持ち直しの兆しを見せはじめました。国内では当面雇用環

境の悪化、消費の低迷は続くものの、景気減速も下げ止まりが期待されます。

バドミントンは、愛好者層の根強い指名買いにより景気減速の影響を最小の範囲に抑えておりますが、テニス

は、在庫調整の廉売価格の影響で価格的な劣勢を挽回することが出来ませんでした。

この結果、売上高は１億75百万円（前年同四半期比8.5％増）、営業利益は64百万円（前年同四半期比84.9％

増）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

86百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末は61億22百万円となりました。

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２億67百万円（前年同四半期比55.5％減）となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益と非資金費用の影響により資金が増加したものの、税金費用の支払により一部相殺されたこと

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65百万円（前年同四半期比27.1％減）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１億45百万円（前年同四半期比4.1％増）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。
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(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、２億36百万円であります。

　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。

EDINET提出書類

ヨネックス株式会社(E02427)

四半期報告書

 8/26



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おいて計画中であっ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21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21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）
単元株式数100株

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21年４月１日～
平成21年６月30日

－ 23,405,200 － 4,706,600 － 7,483,439

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、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21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21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  1,907,200
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,492,500 214,925 －

単元未満株式 普通株式      5,500 － －

発行済株式総数 23,405,200 － －

総株主の議決権 － 214,925 －

（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21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
1,907,200 - 1,907,200 8.15

計 － 1,907,200 - 1,907,200 8.15

 

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21年
４月

５月 ６月

最高（円） 780 658 695

最低（円） 622 620 622

　（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。

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。

退任役員

役名　 職名 氏名 退任年月日

取締役 社長室長 津田　憲三 平成21年6月27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、前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、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、前第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は監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、

当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任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。

　なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツか

ら名称変更しております。
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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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,273,965 6,187,592

受取手形及び売掛金 8,733,843 9,304,494

商品及び製品 3,193,530 2,870,623

仕掛品 889,940 815,265

原材料及び貯蔵品 803,743 794,348

繰延税金資産 528,545 390,837

その他 2,348,238 1,326,345

貸倒引当金 △60,121 △56,669

流動資産合計 22,711,684 21,632,837

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 3,179,420

※
 3,210,434

土地 7,499,792 7,501,523

その他（純額） ※
 1,654,635

※
 1,663,281

有形固定資産合計 12,333,848 12,375,239

無形固定資産 88,857 102,062

投資その他の資産

投資有価証券 111,746 102,104

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 1,005,806 1,013,053

その他 666,103 652,771

貸倒引当金 △411,209 △401,944

投資その他の資産合計 3,572,447 3,565,986

固定資産合計 15,995,153 16,043,288

資産合計 38,706,837 37,676,126
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,703,596 4,102,858

未払金 756,607 793,900

未払法人税等 300,841 224,321

未払消費税等 35,016 83,767

賞与引当金 852,979 544,767

役員賞与引当金 5,000 20,000

設備関係支払手形 51,118 64,101

その他 475,985 394,601

流動負債合計 7,181,145 6,228,318

固定負債

退職給付引当金 2,142,916 2,086,721

役員退職慰労引当金 400,457 414,854

長期預り保証金 2,383,247 2,395,891

その他 10,558 11,669

固定負債合計 4,937,179 4,909,136

負債合計 12,118,324 11,137,455

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 16,527,315 16,567,337

自己株式 △1,444,304 △1,444,304

株主資本合計 27,273,050 27,313,072

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,943 △614

為替換算調整勘定 △689,482 △773,787

評価・換算差額等合計 △684,538 △774,401

純資産合計 26,588,512 26,538,670

負債純資産合計 38,706,837 37,676,126
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 9,205,247 8,925,719

売上原価 5,196,159 5,287,991

売上総利益 4,009,088 3,637,727

販売費及び一般管理費 ※
 3,474,010

※
 3,421,185

営業利益 535,078 216,541

営業外収益

受取利息 8,526 5,071

受取賃貸料 6,781 5,159

為替差益 79,698 －

受取ロイヤリティー 13,127 50,102

その他 5,223 4,321

営業外収益合計 113,358 64,654

営業外費用

支払利息 1,555 4,938

売上割引 6,743 5,323

為替差損 － 21,636

その他 － 6,412

営業外費用合計 8,299 38,311

経常利益 640,136 242,884

特別利益

固定資産売却益 238 17,037

貸倒引当金戻入額 3,961 －

特別利益合計 4,200 17,037

特別損失

固定資産売却損 239 140

固定資産除却損 3,497 1,900

特別損失合計 3,737 2,041

税金等調整前四半期純利益 640,599 257,880

法人税、住民税及び事業税 29,138 268,192

法人税等調整額 190,280 △131,524

法人税等合計 219,418 136,667

四半期純利益 421,181 121,212
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 640,599 257,880

減価償却費 149,790 156,565

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,961 920

賞与引当金の増減額（△は減少） 352,168 308,001

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,428 53,683

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,410 △14,396

長期前払費用償却額 9,693 9,613

受取利息及び受取配当金 △8,943 △5,693

支払利息 1,555 4,938

為替差損益（△は益） △73,194 2,997

有形固定資産売却損益（△は益） 1 △16,896

有形固定資産除却損 3,497 1,900

その他の営業外損益（△は益） △17,971 △47,224

売上債権の増減額（△は増加） 482,206 639,502

たな卸資産の増減額（△は増加） △666,834 △349,056

仕入債務の増減額（△は減少） 692,212 541,615

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,586 △48,751

その他の資産の増減額（△は増加） △1,000,886 △1,001,979

その他の負債の増減額（△は減少） 41,459 △74,985

小計 601,645 403,635

利息及び配当金の受取額 2,736 1,603

利息の支払額 △1,518 △2,968

その他の収入 34,787 37,100

その他の支出 △7,248 △12,536

法人税等の支払額 △29,182 △159,145

営業活動によるキャッシュ・フロー 601,219 267,689

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 △96,252

有形固定資産の売却による収入 814 43,415

投資有価証券の取得による支出 △299 △299

貸付けによる支出 △19,700 △23,560

貸付金の回収による収入 6,489 11,706

その他 △13,704 △360

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,690 △65,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △139,422 △144,569

その他 △557 △1,110

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,979 △145,680
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,136 29,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 339,412 86,372

現金及び現金同等物の期首残高 5,596,825 6,036,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,936,238

※
 6,122,905
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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】

該当事項はありません。　　　

【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。
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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21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,498,993千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,397,553千円であ

ります。

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 

※　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 1,301,649 千円

給与手当 604,511 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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21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

現金及び預金勘定 6,273,965千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △151,060千円

現金及び現金同等物 6,122,905千円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21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  1,907千株

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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 161,234 7.50 平成21年３月31日 平成21年６月29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】

前第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 9,058,577146,6709,205,247 － 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 9,064,671146,6709,211,341△6,093 9,205,247

営業利益 519,693 15,384 535,078 － 535,078

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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 8,780,230145,4888,925,719 － 8,925,719

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
4,826 － 4,826 △4,826 －

計 8,785,056145,4888,930,545△4,826 8,925,719

営業利益 202,111 14,429 216,541 － 216,541

　（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
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【所在地別セグメント情報】

前第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
8,119,262293,031631,302161,6509,205,247 － 9,205,247

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

544,382 607 1,697629,3041,175,992△1,175,992 －

計 8,663,645293,638633,000790,95510,381,240△1,175,9929,205,247

営業利益（又は

営業損失△）
549,148△63,645△3,132 34,817517,18917,889535,078

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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
8,135,203212,494402,595175,4258,925,719 － 8,925,719

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

423,125 － 156 692,2011,115,483△1,115,483 －

計 8,558,329212,494402,752867,62610,041,202△1,115,4838,925,719

営業利益（又は

営業損失△）
205,596△19,064△46,87164,389204,04912,491216,541

　（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】

前第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　 888,3591,404,889　 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　

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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）
215,967 679,7951,520,797 28,015 2,444,575

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 8,925,719

Ⅲ　海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
2.4 7.6 17.1 0.3 27.4

　（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）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　前連結会計年度末と比較して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。　　

（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21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,236.79円 １株当たり純資産額 1,234.47円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

１株当たり四半期純利益金額 5.64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。

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純利益（千円） 421,181 121,212

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） 421,181 121,212

期中平均株式数（千株） 21,867 21,497

（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、当第１四半期連結会計期間末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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月７日

ヨネックス株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福田　　昭英　印

 
指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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