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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53期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第54期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第53期

会計期間
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日

売上高（千円） 8,925,719 9,080,176 36,870,111

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
242,884 △142,576 1,718,015

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）

（千円）
121,212 △136,876 977,479

純資産額（千円） 26,588,512 27,106,936 27,383,096

総資産額（千円） 38,706,837 38,929,188 38,818,576

１株当たり純資産額（円） 1,236.79 1,258.15 1,271.54

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株

当たり四半期純損失金額（△）（円）
5.64 △6.36 45.45

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（％） 68.7 69.6 70.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
267,689 △632,565 2,448,849

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△65,350 △221,336 △568,466

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△145,680 △129,130 △144,540

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
6,122,905 6,795,390 7,790,359

従業員数（人） 1,368 1,377 1,352

　（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53期第１四半期連結累計（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、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

４. 第54期第１四半期連結累計（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、潜在株

式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

５. 第53期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している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22年６月30日現在

従業員数（人） 　 1,377

　（注）１．提出会社は平成22年６月30日現在、子会社は平成22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22年６月30日現在

従業員数（人） 　 1,161

　（注）１．上記のほか常勤嘱託16名がおります。

２．従業員数は就業人員数であります。

EDINET提出書類

ヨネックス株式会社(E02427)

四半期報告書

 3/30



第２【事業の状況】

１【生産、仕入及び販売の状況】

スポーツ用品事業については、金額的な重要性を勘案し、用品区分ごとに記載するため、報告セグメントを集約して

おります。

なお、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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 2,711,173 －

 テニス用品（千円） 644,482 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 323,223 －

 その他（千円） 22,861 －

 計（千円） 3,701,739 －

 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） 3,701,739 －

　（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 844,158 －

 テニス用品（千円） 390,994 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 283,228 －

 その他（千円） 1,831,898 －

 計（千円） 3,350,280 －

 ゴルフ場（千円） 22,312 －

スポーツ施設事業 その他（千円） － －

 計（千円） 22,312 －

合計（千円） 3,372,592 －

　（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 3,889,607 －

 テニス用品（千円） 1,353,795 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 741,769 －

 その他（千円） 2,908,326 －

 計（千円） 8,893,499 －

 ゴルフ場（千円） 161,733 －

スポーツ施設事業 その他（千円） 24,942 －

 計（千円） 186,676 －

合計（千円） 9,080,176 －

　（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、世界金融危機発生以来の景気後退から、中国等新興国の消費拡

大に牽引され回復に転じておりますが、ＥＵ諸国における財政問題が米国や他の地域にも影を落とし先行きの不透

明感が払拭されるまでに至っておらず、消費の本格的な回復には今暫くの期間を要する状況にあります。

スポーツ用品業界においては、サッカー・ワールドカップ等による盛り上がりはありましたが、不透明な経済環

境が消費意欲に歯止めを掛けており、スポーツ熱は上がってきているものの、用品販売は停滞した状況が続いてお

ります。

また、スポーツ施設の利用は増加傾向にあるものの、消費単価は下げ止まった状況が続いており、厳しい経営環境

にあります。

このような経営環境の中、当社グループは先進技術による高機能製商品の開発、斬新なデザインによる新製品の

投入により需要を喚起するとともに、国内外のトップ選手の当社製商品の使用による活躍に連動した広告宣伝活動

や試打会等直接ユーザーに向けた販売促進活動を展開し、ヨネックスブランドの浸透と売上の増大を図ってまいり

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90億80百万円（前年同四半期比1.7％増）、例年８月

に開催していた「ヨネックスレディスゴルフトーナメント」を５月開催とした事等による販売費及び一般管理費

の増大により、営業損失は62百万円（前年同四半期は２億16百万円の営業利益）、当第１四半期連結会計期間に円

高がさらに進んだ事による為替差損の増大等により、経常損失は１億42百万円（前年同四半期は２億42百万円の経

常利益）、四半期純損失は１億36百万円（前年同四半期は１億21百万円の四半期純利益）となりました。

　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］

イ．［日本］　

日本経済は、輸出や生産が回復に転じ、内需も景気刺激対策の効果から個人消費は全体的に持ち直してきま

したが、失業率の高止まりや名目賃金の下落により、購買意欲は依然として低いままで自律的な回復力は弱い

状況です。

バドミントンを事業収益の柱に据え、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

の充実により指名買いの増大を図りましたが、選手層、愛好者層からのご指名は堅調なものの、初中級層の買い

控えが影響し、売上は伸び悩みました。

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でラケットの売上は低調でした

が、テニスシューズが健闘したため、売上は前年同四半期に比べ微減となりました。

ゴルフでは、石川遼プロの活躍と高い話題性を広告宣伝のテーマとし、ゴルフ用品全般の売上増大に努めま

した。従来の高価格帯製品に加え、中価格帯の新製品を展開しラインアップの充実も図りましたが、クラブの売

上は伸び悩み、シューズ、ウェアの貢献で前年同四半期の売上を上回りました。

その他の商品群では、ウォーキングシューズが安定した売上を維持し、全体の業績を下支えしております。

一方、ゴルフ大会の開催時期変更に伴い、当四半期の経費負担が高まりました。　

この結果、売上高は80億９百万円、営業損失は89百万円となりました。

ロ．［北米］

北米市場は、景気回復策により消費は回復基調にありますが、完全失業率は高止まりし、本格的な回復には

至っておりません。テニス、ゴルフの売上は、円高と市場価格の低下により苦戦しておりますが、バドミントン

の売上はアメリカでの市場拡大もあり、カナダを含めて増大しております。

この結果、売上高は２億87百万円、営業利益は３百万円となりました。

ハ．［ヨーロッパ］

ヨーロッパ市場は、景気回復が遅れており、ＥＵ諸国の財政不安もあり消費は低迷しております。ゴルフの販

売は、新製品の発売により英国を中心に健闘しておりますが、テニス、バドミントンの売上は一部の高付加価値

製品を除き低迷しております。円高が進行する中、他メーカーの値下げ販売等による市場価格の低下に苦慮し

ております。

この結果、売上高は４億36百万円、営業損失は35百万円となりました。
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ニ．［アジア（台湾）］

アジア市場は、新興国を中心に消費回復が進んでおり、台湾における売上高はバドミントンを中心に増大し

ております。一方、台湾で製造する普及品バドミントンラケットは、値下げ販売が市場の主流となり、価格競争

が激化しております。このため、ヨーロッパ、中国、東南アジア等の主要販売国向けの出荷で苦戦し、受注数量が

減少いたしました。

この結果、売上高は１億59百万円、営業利益は２百万円となりました。

これらの結果、各地域セグメントを合計したスポーツ用品事業の売上高は88億93百万円、営業損失は１億18

百万円となりました。

②［スポーツ施設事業］

スポーツ施設事業の中核を成すヨネックスカントリークラブでは、例年８月に開催していた「ヨネックスレ

ディスゴルフトーナメント」を、シーズンイン後の５月開催とした事により、話題が高まり、入場者数が増加いた

しました。しかしながら、消費単価は依然として低迷しており、予断を許さない状況にあります。

この結果、スポーツ施設事業の売上高は１億86百万円、営業利益は40百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

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

９億94百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末は67億95百万円となりました。

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、使用した資金は６億32百万円（前年同四半期は２億67百万円の収入）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純損失の計上と税金費用の支払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２億21百万円（前年同四半期比238.7％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、使用した資金は１億29百万円（前年同四半期比11.4％減）となりました。これは主に、配当金

の支払と「従業員持株ＥＳＯＰ信託」の導入に係る借入金の一部を返済したことによるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

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

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、２億39百万円であります。

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

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に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22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月11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】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年６月26日定時株主総会決議

　　
第１四半期会計期間末現在

（平成22年６月30日）　

新株予約権の数（個）　 　1,905　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　 －　

新株予約権の目的となる株式の種類　 普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株）　 190,500　

新株予約権の行使時の払込金額（円）                      （注１)  1株当たり 　 696

新株予約権の行使期間
自　平成23年10月20日

至　平成30年10月19日　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）　

発行価格     　　696

   資本組入額 　　　348

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要する。　

代用払込みに関する事項 －　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注３）

(注）１．本新株予約権１個当たり目的となる株式の数は100株とする。 

なお、新株予約権の割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割又は併合の比率

また、当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除

した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える

ものとする。

なお、当社が合併又は会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合

併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

２．①権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこ

の限りではない。

②新株予約権の相続はこれを認めない。

③新株予約権の一部行使はできないものとする。

④その他の条件については、「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以

上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併に

つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分

割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効

力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存

する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権

をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を

新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件と

する。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」、「新株予約権の目的と

なる株式の数（株）」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価格の算定方法

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、新株予約権の行使時の払込金額(注１)に

従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社

の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、 新株予約権

の行使期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円満の端数は、これを

切り上げる。 

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の記載の資本金等

増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の事由及び条件 

再編成対象会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が再編成対象会社株主総会で承認された場合、又

は、再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につ

き再編成対象会社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は再編成対象会社の取締役会決

議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、再編成対象会社は、新株予約権を無償で取得することが

できる。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　　
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（５）【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22年４月１日～
平成22年６月30日

－ 23,405,200 － 4,706,600 － 7,483,439

（６）【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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（７）【議決権の状況】

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22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。

①【発行済株式】

 平成22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） 　普通株式  1,707,200 － －

完全議決権株式（その他） 　普通株式 21,692,200 216,922 －

単元未満株式 普通株式      5,800 － －

発行済株式総数 23,405,200 － －

総株主の議決権 － 216,922 －

（注）１．「第５経理の状況」以下の自己株式数は1,875,027株で表示しております。これは当社と信託口が一体であ

るとする会計処理に基づき、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）(以下「ＥＳＯＰ

信託口」）が所有する当社株式167,800株を含めて自己株式として処理しているためです。

なお、ＥＳＯＰ信託口所有の株式167,800株（議決権の数1,678個）につきましては、完全議決権株式（その

他）に含めて表示しております。

２．「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22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
1,707,200 - 1,707,200 7.29

計 － 1,707,200 - 1,707,200 7.29

（注）「第５経理の状況」以下の自己株式数は1,875,027株で表示しております。これは当社と信託口が一体であると

する会計処理に基づき、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）(以下「ＥＳＯＰ信託

口」）が所有する当社株式167,800株を含めて自己株式として処理しているためです。

なお、ＥＳＯＰ信託口所有の株式167,800株につきましては、自己株式等から除外して表示しております。
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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22年
４月

５月 ６月

最高（円） 675 685 647

最低（円） 649 615 621

　（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において、役員の異動はありません。
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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）及び前第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22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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。
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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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,946,933 7,941,903

受取手形及び売掛金 8,646,350 8,878,236

商品及び製品 2,888,356 2,554,903

仕掛品 756,638 760,206

原材料及び貯蔵品 792,514 759,602

繰延税金資産 543,103 416,683

その他 2,485,869 1,509,297

貸倒引当金 △64,080 △49,457

流動資産合計 22,995,685 22,771,376

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 3,034,154

※
 3,076,407

土地 7,500,864 7,509,212

その他（純額） ※
 1,735,034

※
 1,728,837

有形固定資産合計 12,270,053 12,314,457

無形固定資産 249,291 244,704

投資その他の資産

投資有価証券 91,225 99,423

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 891,570 955,525

その他 418,098 428,620

貸倒引当金 △186,735 △195,530

投資その他の資産合計 3,414,158 3,488,038

固定資産合計 15,933,503 16,047,200

資産合計 38,929,188 38,818,576
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,498,088 3,873,454

未払金 997,347 777,389

1年内返済予定の長期借入金 45,400 45,400

未払法人税等 19,810 608,067

未払消費税等 17,520 74,775

賞与引当金 912,855 553,252

役員賞与引当金 4,500 18,000

設備関係支払手形 87,376 156,717

その他 535,508 429,129

流動負債合計 7,118,408 6,536,186

固定負債

長期借入金 68,100 90,800

退職給付引当金 1,885,978 2,048,050

役員退職慰労引当金 414,194 410,057

長期預り保証金 2,312,000 2,324,227

その他 23,570 26,158

固定負債合計 4,703,843 4,899,294

負債合計 11,822,251 11,435,480

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 16,908,738 17,207,091

自己株式 △1,402,625 △1,407,119

株主資本合計 27,696,152 27,990,010

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,804 △2,926

為替換算調整勘定 △591,787 △610,661

評価・換算差額等合計 △599,591 △613,587

新株予約権 10,375 6,672

純資産合計 27,106,936 27,383,096

負債純資産合計 38,929,188 38,818,576
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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21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 8,925,719 9,080,176

売上原価 5,287,991 5,220,194

売上総利益 3,637,727 3,859,981

販売費及び一般管理費 ※
 3,421,185

※
 3,922,944

営業利益又は営業損失（△） 216,541 △62,962

営業外収益

受取利息 5,071 6,976

受取賃貸料 5,159 5,909

受取ロイヤリティー 50,102 28,001

その他 4,321 5,907

営業外収益合計 64,654 46,794

営業外費用

支払利息 4,938 4,586

売上割引 5,323 5,441

為替差損 21,636 113,309

その他 6,412 3,070

営業外費用合計 38,311 126,408

経常利益又は経常損失（△） 242,884 △142,576

特別利益

固定資産売却益 17,037 2,052

特別利益合計 17,037 2,052

特別損失

固定資産売却損 140 843

固定資産除却損 1,900 2,204

訴訟関連損失 － 48,870

特別損失合計 2,041 51,918

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

257,880 △192,443

法人税、住民税及び事業税 268,192 20,289

過年度法人税等戻入額 － △16,107

法人税等調整額 △131,524 △59,748

法人税等合計 136,667 △55,566

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △136,876

四半期純利益又は四半期純損失（△） 121,212 △136,876
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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21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

257,880 △192,443

減価償却費 156,565 157,298

株式報酬費用 － 3,702

貸倒引当金の増減額（△は減少） 920 13,377

賞与引当金の増減額（△は減少） 308,001 359,562

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △13,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,683 △162,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,396 4,136

長期前払費用償却額 9,613 6,368

受取利息及び受取配当金 △5,693 △7,358

支払利息 4,938 4,586

為替差損益（△は益） 2,997 48,277

有形固定資産売却損益（△は益） △16,896 △1,208

有形固定資産除却損 1,900 2,204

訴訟関連損失 － 48,870

その他の営業外損益（△は益） △47,224 △30,923

売上債権の増減額（△は増加） 639,502 216,023

たな卸資産の増減額（△は増加） △349,056 △377,150

仕入債務の増減額（△は減少） 541,615 621,167

未払消費税等の増減額（△は減少） △48,751 △57,254

その他の資産の増減額（△は増加） △1,001,979 △1,066,292

その他の負債の増減額（△は減少） △74,985 255,677

小計 403,635 △166,950

利息及び配当金の受取額 1,603 791

利息の支払額 △2,968 △4,038

その他の収入 37,100 169,975

その他の支出 △12,536 △7,581

訴訟関連損失の支払額 － △48,870

法人税等の支払額 △159,145 △575,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 267,689 △632,565
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

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 △96,252 △209,046

有形固定資産の売却による収入 43,415 5,357

有形固定資産の除却による支出 － △780

無形固定資産の取得による支出 － △16,388

投資有価証券の取得による支出 △299 －

貸付けによる支出 △23,560 △5,920

貸付金の回収による収入 11,706 6,453

その他 △360 △1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,350 △221,336

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） － 36,613

長期借入金の返済による支出 － △22,700

自己株式の売却による収入 － 4,282

配当金の支払額 △144,569 △144,974

その他 △1,110 △2,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,680 △129,130

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,713 △11,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86,372 △994,969

現金及び現金同等物の期首残高 6,036,532 7,790,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,122,905

※
 6,795,390
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

　 (2) 企業結合に関する会計基準等の適用　

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第

21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号

　平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20

年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。　

【四半期連結財務諸表の作成に当たり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６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１四半期連結会計期間末日（平成22年６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　　　　　　　　　1,868,427株

うち当社所有自己株式数　　1,707,227株

うち信託口所有当社株式数　　161,200株
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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22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,864,783千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,781,135千円であ

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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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 1,301,649千円

給与手当 604,511千円

※　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 1,682,961千円

給与手当 654,965千円

（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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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21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22年６月30日現在）

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

現金及び預金勘定 6,946,933千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △151,543千円

現金及び現金同等物 6,795,390千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22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  1,868千株

（注）当社は、平成21年10月13日付で自己株式200千株を三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳ

ＯＰ信託口）（以下「信託口」）へ譲渡しております。　　　　　

会計処理については、当社と信託口は一体であるとの保守的な処理をしていることから、「２．自己株

式の種類及び株式数」における自己株式数は、信託口が保有する当社株式数161千株と当社所有自己株式

数1,707千株を加算して記載しております。

３．新株予約権等に関する事項 

　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 提出会社　10,375千円

（注）権利行使期間の初日が到来していない新株予約権の当第１四半期連結会計期間末残高は、10,375千

円であります。

４．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22年６月25日

定時株主総会
普通株式 (注)162,734 7.50 平成22年３月31日 平成22年６月28日利益剰余金

（注）配当金の総額には、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）に対する配当金1,258千

円を含めております。
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（セグメント情報等）

【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

【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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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。

当社グループは、スポーツ用品の製造・販売を行うスポーツ用品事業とゴルフ場の運営等を行うスポーツ施

設事業から構成されております。

スポーツ用品事業については、バドミントン用品、テニス用品、ゴルフ用品等の製造・販売を行っており、国

内においては当社が、海外においては北米（米国・カナダ）、ヨーロッパ（英国・ドイツ）、アジア（台湾）の

現地法人がそれぞれ担当しております。

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。

スポーツ施設事業については、ゴルフ場、テニス・ゴルフ練習場の運営を国内の当社のみが行っております。

したがって、当社グループは、スポーツ用品事業については、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから

構成されており、「日本」、「北米」、「ヨーロッパ」、「アジア」を４つの報告セグメントとし、スポーツ施設

事業については「スポーツ施設事業」として１つの報告セグメントとした５つを報告セグメントとしており

ます。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）

　 （単位：千円）

 

報告セグメント

合計
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

　スポーツ用品事業 スポーツ

施設事業日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高          

外部顧客への売上

高
8,009,509287,940436,223159,8268,893,499186,6769,080,176 － 9,080,176

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

423,754 － 2,846600,9041,027,50520,0001,047,505△1,047,505 －

計 8,433,263287,940439,069760,7319,921,004206,67610,127,681△1,047,5059,080,176

セグメント利益又は

損失（△）
△89,6173,850△35,2112,651△118,32740,672△77,654 14,692△62,962

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額14,692千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。　

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（追加情報）　

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。
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（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、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。

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、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22年６月30日）

該当事項はありません。　　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。

（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22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,258.15円 １株当たり純資産額 1,271.54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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

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。

１株当たり四半期純損失金額 △6.36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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

である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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

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
　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 121,212 △136,876

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四半期純損失

（△）（千円）
121,212 △136,876

期中平均株式数（千株） 21,497 21,533

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式（当第１四半期連結会計期

間末現在161千株）については、四半期連結財務諸表において自己株式として会計処理しているため、当第１四

半期連結累計期間の「期中平均株式数」は、当該株式の数を控除し算定しております。
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（重要な子会社の設立）　

当社は、中国市場における当社ブランドの確立及びゴルフクラブをはじめとするゴルフ関連用品の販売を目的に、下

記のとおり子会社を設立いたしました。

子会社の概要

①　商号　 尤尼克斯（上海）高尓夫貿易有限公司

　 「ヨネックス（上海）ゴルフ貿易株式会社」

②　所在地 上海市静安区南京西路1515号北楼７屋710室

③　資本金 150万ＵＳドル（当社100％出資）

④　会社の目的 ゴルフ用具用品の輸出入・製造販売

⑤　設立年月日 平成22年７月19日

⑥　稼働時期 平成22年９月（予定）
　

　

（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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８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22年４月１日から平成23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22年４月１日から平成22

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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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