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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２四半期
連結累計期間

第53期
第２四半期
連結累計期間

第52期
第２四半期
連結会計期間

第53期
第２四半期
連結会計期間

第52期

会計期間

自 平成20年
４月１日

至 平成20年
９月30日

自 平成21年
４月１日

至 平成21年
９月30日

自 平成20年
７月１日

至 平成20年
９月30日

自 平成21年
７月１日

至 平成21年
９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） 19,001,50918,910,0819,796,2619,984,36237,381,077

経常利益（千円） 665,978 706,170 22,822 462,3641,325,194

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
375,507 520,307△45,674 399,094 559,373

純資産額（千円） － － 27,439,01227,127,87226,538,670

総資産額（千円） － － 39,174,97138,662,56637,676,126

１株当たり純資産額（円） － － 1,254.771,261.881,234.47

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

17.17 24.20 △2.09 18.56 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（％） － － 70.0 70.2 70.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,118,9061,833,173 － － 1,539,325

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△147,392△190,774 － － △392,006

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△164,903△139,247 － － △540,476

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 7,393,3127,551,0246,036,532

従業員数（人） － － 1,316 1,361 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．第52期第２四半期連結会計期間を除く潜在株式調整後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。

４．第52期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

EDINET提出書類

ヨネックス株式会社(E02427)

四半期報告書

 2/33



２【事業の内容】

当第２四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２四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９月30日現在

従業員数（人） 1,361

　（注）１．提出会社は平成21年９月30日現在、子会社は平成21年６月30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９月30日現在

従業員数（人） 1,144

　（注）１．上記のほか常勤嘱託13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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 2,642,498 96.1

 テニス用品（千円） 803,538 104.7

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 707,955 140.0

 その他（千円） 124,691 96.8

 計（千円） 4,278,682 103.0

 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） 4,278,682 103.0

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 849,616 95.3

 テニス用品（千円） 221,592 101.7

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 147,719 109.7

 その他（千円） 2,043,937 94.0

 計（千円） 3,262,865 95.4

 ゴルフ場（千円） 22,112 103.3

スポーツ施設事業 その他（千円） － －

 計（千円） 22,112 103.3

合計（千円） 3,284,977 95.5

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 4,097,816 101.4

 テニス用品（千円） 1,192,064 87.3

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 929,191 143.3

 その他（千円） 3,587,181 100.6

 計（千円） 9,806,254 101.9

 ゴルフ場（千円） 156,321 100.5

スポーツ施設事業 その他（千円） 21,786 111.3

 計（千円） 178,108 101.7

合計（千円） 9,984,362 101.9

　（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２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、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の重要な変更はありません。　

３【経営上の重要な契約等】

当第２四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２四半期連結会計期間における世界経済は、金融危機に対する各国の即効性のある景気対策や金融緩和策に

より最悪期を脱し、世界的に回復の途上にありますが、金融危機がもたらした実体経済への負の効果はまだまだ大

きく予断を許さない状況です。

スポーツ用品業界では、本格的なシーズンを迎えたものの、天候不順や新型インフルエンザ禍の中、継続的な経済

状態の低迷と相俟って総じて厳しい状況が続いております。

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、入場者数の増加は見ら

れるものの、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、これまで培ってきた技術による品質、性能、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、世界各地で開催されるスポーツイベントに積極的に協力・協賛する一方、秋のシーズンに

向けた新製品受注会の早期実施による受注強化策や効果・効率を重視した経費削減対策を講じてまいりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間における連結売上高は99億84百万円（前年同四半期比1.9％増）、営業利益

は５億14百万円（前年同四半期比437.2％増）、経常利益は４億62百万円（前年同四半期比1,925.9％増）となりま

した。四半期純利益は３億99百万円（前年同四半期は45百万円の四半期純損失）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］

昨夏の北京オリンピック特需の反動もあり、バドミントンについては高級品の販売は微減ながら、中級品や関

連商品の健闘により、総体的に高い占有率を維持しております。引き続き当社グループでは、世界各地での主要大

会の協賛、きめ細かい選手の支援、幅広い商品ラインアップの充実をもって、バドミントン競技の普及と市場の拡

大を図り、事業収益の柱に据えてまいります。

テニスについては、競技自体の人気低迷と過剰供給による廉価販売の影響下、販売は伸び悩んでおります。

ゴルフでは、用具使用契約プロの石川遼選手がその好成績とともに世界的にも知名度を高め、ゴルフ用品のみ

に留まらず、当社ブランドの認知度の向上とイメージの高揚に大きな効果がありました。ゴルフ用品の販売は、購

買意欲が大きく減退する市場の中、善戦いたしました。

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。

また、一般管理費においては、特に広告宣伝費、人件費等の効率・効果を見直し削減対策を講じてまいりまし

た。

この結果、スポーツ用品事業の売上高は98億６百万円（前年同四半期比1.9％増）、営業利益は４億67百万円

（前年同四半期比1,032.9％増）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、経済環境が低迷する中、コースコンディ

ションの向上や営業努力により昨年増大した入場者数を維持することが出来ました。

８月に開催したヨネックスレディスゴルフトーナメントは、11年連続の開催となり地元にも定着し、テレビ視

聴率、観客動員数では女子プロゴルフトーナメントの中でも有数の実績を誇っております。

この結果、スポーツ施設事業の売上高は１億78百万円（前年同四半期比1.7％増）、営業利益は47百万円（前年

同四半期比13.0％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、世界的な金融危機の影響が根強く残る中、消費者の購買意欲の本格的回復には、相応の時間を要す

る状況にありますが、世界経済の持ち直しの動きを反映し輸出や生産に明るい兆しが見え始めております。米ド

ルに対する円高基調の継続は、輸入原材料・商品の調達コスト低減が期待できる反面、競合する輸入品の廉価販

売が懸念され、予断を許さない状況です。

バドミントンは、総体的に堅調な販売を維持しており、ゴルフでは契約選手の活躍による宣伝効果が見え始め

てまいりました。テニスは競技自体の人気の低迷、過剰供給による販売価格の低迷から苦戦いたしました。当第２

四半期連結会計期間は、秋のシーズンに向けた新製品発表受注会の早期実施を行い、お得意様からの受注の増大

を図るとともに、経費削減にも注力いたしました。

この結果、売上高は90億56百万円（前年同四半期比4.7％増）、営業利益は４億19百万円（前年同四半期は10百

万円の営業損失）となりました。

②［北米］

北米市場は、金融危機に対する緊急経済対策や金融緩和対策により、景気動向指数が上向いて来ているものの

個人資産の減少により、消費の回復には相応の時間が必要であると思われます。テニス、ゴルフが市場価格の低下

や購買意欲の低迷により苦戦する中、当地では新興スポーツであるバドミントンの普及・販売に注力し業績の改

善に努めましたが、損失の挽回には至っておりません。

この結果、売上高は２億38百万円（前年同四半期比15.4％減）、営業損失は19百万円（前年同四半期は13百万

円の営業損失）となりました。

③［ヨーロッパ］

ヨーロッパ市場は、各国の緊急経済対策の効果も息切れ気味で、景気の回復が遅れております。中東欧諸国の金

融、経済の脆弱性等は、さらなるユーロ圏経済全体の下振れ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。またゴルフでは、新製品

発売を翌四半期に控え、在庫調整の局面から販売金額は低迷いたしました。

この結果、売上高は４億33百万円（前年同四半期比24.4％減）、営業利益は７百万円（前年同四半期比18.1％

減）となりました。

④［アジア（台湾）］

台湾市場は、輸出の減速、失業率の高まり、インフレ持続に加え、自然災害の頻発等から消費も低迷しておりま

す。

バドミントンは引き続き愛好者層の指名買いにより販売が堅調ですが、テニス、ゴルフは市況低迷の影響を強

く受け苦戦いたしました。

この結果、売上高は２億56百万円（前年同四半期比12.4％減）、営業利益は93百万円（前年同四半期比2.8％

増）となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、前四半期連結会計期間末に

比べ14億28百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は75億51百万円となりました。

　当第２四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15億65百万円（前年同四半期比3.1％増）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益と売上債権の増減額及びたな卸資産の増減額等により資金が増加し、賞与の支払等に伴い資金

が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１億25百万円（前年同四半期比117.4％増）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、得られた資金は６百万円（前年同四半期は24百万円の使用）となりました。これは主に、短期借

入れによる収入と配当金の支払額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２四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２四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、２億79百万円であります。

また、第２四半期連結会計期間のスポーツ用品事業における研究開発活動の状況の変更は次のとおりでありま

す。

なお、スポーツ施設事業におきましては、研究開発活動は行っておりません。

①　パワー・面安定性の向上と打球感を選択できるテニスラケット開発（品名：Ｓ－ＦIＴ１・３・５）

女性を主体とした社会人層とシニア層向けに、楽に飛ばせる性能と面安定性に優れコントロール性を向

上させたラケットを開発。独創の「デュアルＯ．Ｐ．Ｓ」構造をシャフトに採用しながら、ユーザーニーズ

が分かれる打球感においてシャープな打感とソフトな打感の何れかをストリングの張り方で選択すること

のできる新構造「セレクトフィットシステム」を採用した新製品ラケットＳ－ＦＩＴシリーズとして３品

種を開発、発売。

②　スマッシュスピードを極めたトップ選手向けバドミントンラケット開発

（品名：アークセイバーＺスラッシュ）

近年のバドミントン競技はスピード化が進み、より攻撃的な性能がトップ選手より求められている状況

下、スイングスピードの最速化を目標に、空気抵抗を極限まで減少させるべくフレーム、シャフト、剣先

キャップのスリム化を図り、さらにエネルギー伝達を向上させるためフレームに“カップスタック型カーボ

ンナノチューブ”、シャフトに“ウルトラＰＥファイバー”の採用及び研究を進め、トップ選手に向けた新

製品を開発、発売。バドミントンラケットのスマッシュスピード新記録となる初速400ｋｍ超を記録した。

③　クッション性が長期持続し、「身体に優しく、走ることが楽しい」ランニングシューズ開発

（品名：パワークッションランニング０１Ｍ・０１Ｌ）

健康維持のためにランニングを始める人が増加している状況下、安全に安心して楽しめることを目的に、

テニス・バドミントン・ウォーキングシューズで好評の衝撃吸収と反発性に優れる独自素材「パワークッ

ション」と、ランニング用に新開発した分子間結合力の強い素材を配合し弾力性・形状維持性を高めた新

ミッドソール素材「タフブリッド」を搭載する事で、クッション性が長期持続し足への負担が少ない当社初

のランニングシューズを開発し、新規参入として販売を開始した。

④　旅行に適した機能性を持ったインナー開発（品名：旅インナー）

素肌に優しく、吸放湿性が高く環境にも優しいユーカリの木を素材とした“ユーカリコットン”インナー

シリーズにおいて旅行中の使いやすさを考慮し、軽量コンパクト収納と柔らかさ・洗濯耐久性（速乾性・し

わになり難い）を付加した「旅行」に適したインナーを開発、発売。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月12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７月１日～
平成21年９月30日

－ 23,405,200 － 4,706,600 － 7,483,439
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（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　米山　　勉 東京都文京区 2,084 8.90

財団法人ヨネックススポーツ

振興財団
東京都文京区湯島3-23-13 1,500 6.40

　ヨネックス従業員持株会 東京都文京区湯島3-23-13ヨネックス㈱内 1,275 5.44

　米山　　稔 新潟県長岡市 1,104 4.71

　米山　　宏作 東京都文京区 1,096 4.68

　米山　　隆義 新潟県長岡市 1,000 4.27

　財団法人新潟県インドアスポー

　ツ振興ヨネックス財団
新潟県長岡市塚野山900-1　 1,000 4.27

　ヨネックス取引先持株会 東京都文京区湯島3-23-13ヨネックス㈱内 875 3.74

　米山　　修一 東京都文京区　 816 3.48

　米山　美恵子 新潟県長岡市 743 3.17

計 － 11,495 49.11

　（注）上記のほか、自己株式が1,907千株あります。

　

EDINET提出書類

ヨネックス株式会社(E02427)

四半期報告書

11/33



（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９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 21,492,300 214,923 －

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 － 214,923 －

（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９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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 780 658 695 719 715 697

最低（円） 622 620 622 633 661 663

　（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日後、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。　

　　（1）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

（2）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 ゴルフ事業部長 取締役 企画宣伝部長 山本　美雄 平成21年10月15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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表については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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 7,702,084 6,187,592

受取手形及び売掛金 8,613,606 9,304,494

商品及び製品 2,851,709 2,870,623

仕掛品 795,675 815,265

原材料及び貯蔵品 826,149 794,348

繰延税金資産 350,011 390,837

その他 1,473,605 1,326,345

貸倒引当金 △54,455 △56,669

流動資産合計 22,558,387 21,632,837

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 3,176,606

※
 3,210,434

土地 7,529,327 7,501,523

その他（純額） ※
 1,619,816

※
 1,663,281

有形固定資産合計 12,325,750 12,375,239

無形固定資産 143,635 102,062

投資その他の資産

投資有価証券 105,034 102,104

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 1,086,434 1,013,053

その他 662,227 652,771

貸倒引当金 △418,903 △401,944

投資その他の資産合計 3,634,793 3,565,986

固定資産合計 16,104,178 16,043,288

資産合計 38,662,566 37,676,126
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,449,012 4,102,858

未払金 1,015,778 793,900

未払法人税等 251,795 224,321

未払消費税等 51,750 83,767

賞与引当金 550,876 544,767

役員賞与引当金 10,000 20,000

設備関係支払手形 45,030 64,101

その他 407,118 394,601

流動負債合計 6,781,362 6,228,318

固定負債

退職給付引当金 1,989,839 2,086,721

役員退職慰労引当金 394,324 414,854

長期預り保証金 2,355,777 2,395,891

その他 13,390 11,669

固定負債合計 4,753,332 4,909,136

負債合計 11,534,694 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 16,926,409 16,567,337

自己株式 △1,444,304 △1,444,304

株主資本合計 27,672,145 27,313,072

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 770 △614

為替換算調整勘定 △545,043 △773,787

評価・換算差額等合計 △544,272 △774,401

純資産合計 27,127,872 26,538,670

負債純資産合計 38,662,566 37,676,126
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 19,001,509 18,910,081

売上原価 10,900,327 11,125,534

売上総利益 8,101,181 7,784,547

販売費及び一般管理費 ※
 7,467,249

※
 7,052,296

営業利益 633,932 732,251

営業外収益

受取利息 22,305 10,822

受取賃貸料 13,469 11,728

受取ロイヤリティー 29,987 69,433

その他 11,384 9,440

営業外収益合計 77,147 101,425

営業外費用

支払利息 2,756 8,659

売上割引 11,262 8,969

為替差損 24,044 94,422

その他 7,037 15,454

営業外費用合計 45,101 127,506

経常利益 665,978 706,170

特別利益

固定資産売却益 656 17,142

貸倒引当金戻入額 943 707

その他 68 －

特別利益合計 1,668 17,850

特別損失

固定資産売却損 256 500

固定資産除却損 9,300 4,980

その他 54 －

特別損失合計 9,610 5,480

税金等調整前四半期純利益 658,035 718,539

法人税、住民税及び事業税 83,815 231,030

法人税等調整額 198,713 △32,798

法人税等合計 282,528 198,232

四半期純利益 375,507 520,307
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 9,796,261 9,984,362

売上原価 5,704,168 5,837,542

売上総利益 4,092,092 4,146,820

販売費及び一般管理費 ※
 3,996,257

※
 3,632,030

営業利益 95,834 514,789

営業外収益

受取利息 13,778 5,751

受取賃貸料 6,688 6,569

受取ロイヤリティー 16,859 19,330

その他 6,160 5,119

営業外収益合計 43,487 36,770

営業外費用

支払利息 1,201 3,721

売上割引 4,518 3,645

為替差損 103,742 72,786

その他 7,037 9,041

営業外費用合計 116,499 89,194

経常利益 22,822 462,364

特別利益

固定資産売却益 417 105

貸倒引当金戻入額 － 1,628

その他 68 －

特別利益合計 486 1,733

特別損失

固定資産売却損 16 359

固定資産除却損 5,802 3,079

その他 54 －

特別損失合計 5,873 3,439

税金等調整前四半期純利益 17,436 460,659

法人税、住民税及び事業税 54,677 △37,161

法人税等調整額 8,433 98,726

法人税等合計 63,110 61,564

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,674 399,094
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９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 658,035 718,539

減価償却費 309,781 323,281

貸倒引当金の増減額（△は減少） △943 △707

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,535 5,434

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,841 △114,247

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,820 △6,529

長期前払費用償却額 19,387 19,016

受取利息及び受取配当金 △23,449 △12,171

支払利息 2,756 8,659

為替差損益（△は益） △9,223 61,159

有形固定資産売却損益（△は益） △400 △16,642

有形固定資産除却損 9,300 4,980

投資有価証券売却損益（△は益） △14 －

その他の営業外損益（△は益） △35,397 △64,829

売上債権の増減額（△は増加） 987,463 764,670

たな卸資産の増減額（△は増加） △491,883 106,260

仕入債務の増減額（△は減少） 547,417 264,094

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,623 △32,017

その他の資産の増減額（△は増加） △280,934 △139,069

その他の負債の増減額（△は減少） 288,486 85,034

小計 1,999,275 1,964,916

利息及び配当金の受取額 22,949 10,818

利息の支払額 △2,783 △7,572

その他の収入 45,696 56,070

その他の支出 △19,108 △20,343

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 72,876 △170,716

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,118,906 1,833,173

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 △129,386 △176,885

有形固定資産の売却による収入 1,225 46,297

有形固定資産の除却による支出 △2,200 △700

無形固定資産の取得による支出 － △54,317

投資有価証券の取得による支出 △601 △602

投資有価証券の売却による収入 382 －

貸付けによる支出 △19,700 △27,250

貸付金の回収による収入 17,556 21,657

その他 △14,667 1,025

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,392 △190,774
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 24,402

配当金の支払額 △163,235 △161,427

その他 △1,668 △2,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,903 △139,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,123 11,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,796,486 1,514,492

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 ※
 7,393,312

※
 7,551,024
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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。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（従業員持株ＥＳＯＰ信託）

当社は、平成21年９月25日開催の取締役会において、当社従業員の労働意欲の向上や経営参画を促すとともに、株

式価値の向上を目指した経営を一層推進することにより中長期的な企業価値を高めることを目的とし、当社従業員

へのインセンティブ・プラン（以下、「当プラン」）として「従業員持株ＥＳＯＰ信託」の導入を決議いたしまし

た。

当プランでは、「ヨネックス従業員持株会」（以下「当社持株会」）へ当社株式を譲渡していく目的で設立する

「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が今後約３年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得して、

当社持株会への売却を行います。

当社株式の取得・処分については、当社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視した保守的な観点か

ら、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。

従って、信託口が所有する当社株式や信託口の資産及び負債並びに費用及び収益については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・フロー計算書に含めて計上しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日（平成21年９月30日）における自己株式数は、以下のとおりであります。

自己株式数　　　　　　　　　1,907,200株

うち当社所有自己株式数　　1,907,200株

うち信託口所有当社株式数　　　 　－株

EDINET提出書類

ヨネックス株式会社(E02427)

四半期報告書

20/33



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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、9,591,879千円であ

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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９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。

※　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 2,834,802 千円

給与手当 1,357,637 

広告宣伝費 2,739,740 千円

給与手当 1,270,638 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９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。

※　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 1,528,144 千円

給与手当 783,218 

広告宣伝費 1,438,091 千円

給与手当 666,126 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９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９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９月30日現在）

現金及び預金勘定 7,943,770千円

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 7,393,312千円

現金及び預金勘定 7,702,084千円

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 7,551,024千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９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

（1）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

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（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10月26日

取締役会
普通株式 161,234 7.50 平成21年９月30日 平成21年12月７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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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 9,621,177175,0839,796,261 － 9,796,261

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
7,243 20,000 27,243 △27,243 －

計 9,628,420195,0839,823,504△27,2439,796,261

営業利益 41,245 54,589 95,834 － 95,834

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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 9,806,254178,1089,984,362 － 9,984,362

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
6,798 20,000 26,798 △26,798 －

計 9,813,052198,10810,011,160△26,7989,984,362

営業利益 467,285 47,503 514,789 － 514,789
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前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 18,679,754321,75419,001,509 － 19,001,509

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
13,337 20,000 33,337 △33,337 －

計 18,693,092341,75419,034,846△33,33719,001,509

営業利益 563,958 69,973 633,932 － 633,932

　（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

３．当連結会計年度より、ヨネックスレディスゴルフトーナメントによるブランドイメージ高揚効果が増してき

たことに伴い、管理手法の一層の適正化を図る判断をしたため、同大会開催費用の配賦方法を一部見直して

おります。

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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 18,586,485323,59618,910,081 － 18,910,081

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
11,624 20,000 31,624 △31,624 －

計 18,598,109343,59618,941,705△31,62418,910,081

営業利益 670,317 61,933 732,251 － 732,251

　（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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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
8,648,724281,442573,044293,0499,796,261 － 9,796,261

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

632,5093,893 769 558,3781,195,551△1,195,551 －

計 9,281,233285,335573,814851,42810,991,812△1,195,5519,796,261

営業利益（又は

営業損失△）
△10,307△13,518 8,872 91,10576,15119,68395,834

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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
9,056,146238,069433,417256,7299,984,362 － 9,984,362

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

413,873 156 87 566,748980,865△980,865 －

計 9,470,020238,225433,504823,47710,965,228△980,8659,984,362

営業利益（又は

営業損失△）
419,491△19,132 7,268 93,678501,30613,482514,789
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前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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
16,767,986574,4731,204,347454,70019,001,509－ 19,001,509

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,176,8924,500 2,4671,187,6832,371,544△2,371,544 －

計 17,944,879578,9741,206,8141,642,38421,373,053△2,371,54419,001,509

営業利益（又は

営業損失△）
541,860△77,163 5,740125,923596,35937,572633,932

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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
17,191,350450,563836,013432,15418,910,081－ 18,910,081

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

836,998 156 2431,258,9502,096,348△2,096,348 －

計 18,028,349450,719836,2561,691,10421,006,430△2,096,34818,910,081

営業利益（又は

営業損失△）
626,009△38,196△39,603158,067706,27625,974732,251

　（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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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）
286,929 918,1931,743,209 55,190 3,003,522

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 9,796,261

Ⅲ　海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
2.9 9.4 17.8 0.5 30.6

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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）
241,270 686,9481,898,103 45,940 2,872,263

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 9,984,362

Ⅲ　海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
2.4 6.9 19.0 0.5 28.8

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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）
584,4141,806,5523,148,098 86,276 5,625,341

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 19,001,509

Ⅲ　海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
3.1 9.5 16.6 0.4 29.6

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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）
457,2371,366,7433,418,901 73,956 5,316,838

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 18,910,081

Ⅲ　海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
2.4 7.2 18.1 0.4 28.1

　（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２四半期連結会計期間末（平成21年９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２四半期連結会計期間末
（平成21年９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 1,261.88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又は四半期純損失金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 17.17円 １株当たり四半期純利益金額 24.20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。

　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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（千円） 375,507 520,307

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） 375,507 520,307

期中平均株式数（千株） 21,867 21,497

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △2.09円 １株当たり四半期純利益金額 18.56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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　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又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △45,674 399,094

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又は普通株式に係る

四半期純損失（△）（千円）
△45,674 399,094

期中平均株式数（千株） 21,867 21,497
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（新株予約権(ストック・オプション)の付与）

平成21年６月26日開催の定時株主総会において決議いたしました新株予約権（ストック・オプション）の発行につ

いて、平成21年９月25日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおり付与しました。

当社役員・従業員に対する新株予約権（ストック・オプション）

(1）新株予約権の割当日

平成21年10月19日

(2）新株予約権割当対象者

当社取締役12名（460個）、当社監査役３名（90個）、当社従業員162名（1,360個）

(3）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　191,000株　

(4）発行する新株予約権の総数

1,910個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株とする）

(5）新株予約権と引き換えに行う払込み金銭

金銭の払込みを要しないこととする　

(6）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　69,600円

(7）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額

・増加する資本金の額　66,468千円　　・増加する資本準備金の額　66,468千円

(8）新株予約権の権利行使期間

平成23年10月20日から平成30年10月19日まで

なお、上記ストック・オプションに係る対価として「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第

８号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11

号　平成18年５月31日）に基づき総額29,824千円を付与日から権利確定日までの期間で按分し費用計上いたします。

（自己株式処分の実施）

当社は、平成21年９月25日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を実施いた

しました。

自己株式処分に関する取締役会の決議内容

(1）処分株式

普通株式　200,000株

(2）処分価額

１株につき　681円

(3）処分価額の総額

136,200,000円

(4）処分先

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）

(5）払込期日

平成21年10月13日

(6）資金用途

運転資金

（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２四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。
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２【その他】

平成21年10月26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…………………… 161,234,798円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………………… 7.5円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……平成21年12月７日

（注）平成21年９月30日現在の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11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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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11月９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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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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