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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２四半期
連結累計期間

第54期
第２四半期
連結累計期間

第53期
第２四半期
連結会計期間

第54期
第２四半期
連結会計期間

第53期

会計期間

自 平成21年
４月１日

至 平成21年
９月30日

自 平成22年
４月１日

至 平成22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22年
７月１日

至 平成22年
９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） 18,910,08118,868,5079,984,3629,788,33136,870,111

経常利益（千円） 706,170 438,480 462,364 572,7181,718,015

四半期（当期）純利益（千円） 520,307 192,464 399,094 329,340 977,479

純資産額（千円） － － 27,127,87227,288,69927,383,096

総資産額（千円） － － 38,662,56638,916,00838,818,576

１株当たり純資産額（円） － － 1,261.881,264.681,271.54

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
24.20 8.93 18.56 15.28 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（％） － － 70.2 70.1 70.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,833,1731,182,704 － － 2,448,849

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△190,774△577,306 － － △568,466

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△139,247△167,487 － － △144,540

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 7,551,0248,158,2747,790,359

従業員数（人） － － 1,361 1,373 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２四半期連結累計（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53期及び第54期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額については、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、主要な関係会社の異動については「３　関係会社の状況」に記載しております。

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに当社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金又は
出資金　

主要な事業の内容
議決権の所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社）

尤尼克斯（上海）

高尓夫貿易有限公司

　

中華人民共和国

上海市
150万US$

　

スポーツ用品事業

（アジア）
100.0

　

役員の兼任

２名

（注）主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 1,373

　（注）１．提出会社は平成22年９月30日現在、子会社は平成22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22年９月30日現在

従業員数（人） 1,157

　（注）１．上記のほか常勤嘱託17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】

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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 2,892,738 －

 テニス用品（千円） 759,220 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 385,410 －

 その他（千円） 130,011 －

 計（千円） 4,167,379 －

 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） 4,167,379 －

　（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２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 840,603 －

 テニス用品（千円） 253,294 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 223,487 －

 その他（千円） 2,253,188 －

 計（千円） 3,570,574 －

 ゴルフ場（千円） 21,626 －

スポーツ施設事業 その他（千円） － －

 計（千円） 21,626 －

合計（千円） 3,592,201 －

　（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２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

 バドミントン用品（千円） 3,989,055 －

 テニス用品（千円） 1,111,608 －

スポーツ用品事業 ゴルフ用品（千円） 827,004 －

 その他（千円） 3,720,659 －

 計（千円） 9,648,328 －

 ゴルフ場（千円） 121,420 －

スポーツ施設事業 その他（千円） 18,582 －

 計（千円） 140,003 －

合計（千円） 9,788,331 －

　（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、金融危機対応として講じられた財政・金融政策に加え、中国を

はじめとする新興国経済の成長に牽引され、緩やかな回復を続けております。先進国向けの製造拠点として注目さ

れていた新興国が、製品市場としての魅力を高める一方、欧米先進国は、住宅販売の低迷、長引く高い失業率、消極的

な消費態度等により回復が遅れております。さらに欧州周辺国における財政問題や欧米の金融規制を巡る不透明感

等から、為替、株価は不安定な様相を呈し、回復の足枷となっております。わが国経済も輸出や生産は回復に転じ、内

需も景気刺激対策の効果で耐久消費財を中心に持ち直してきましたが、民間需要の自律的回復力はなお弱いものが

あります。

スポーツ用品業界においては、各種目においてメジャー大会が開催されるシーズンたけなわとなり、スポーツ熱

の盛り上がりはありましたが、不透明な経済環境による消費意欲の低迷や需給バランスの乖離による廉価販売等が

要因となり、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景気の持ち直しを背景に客足が戻りつつあるものの、ビジネス需要の低迷に加え消

費単価は下落状況が続いており、需給バランスが崩れている状況です。

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、国内外の有名契約選手の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２四半期連結会計期間における連結売上高は97億88百万円（前年同四半期比2.0％減）に留まる

ものの、円高による商品販売原価の低減や冠協賛ゴルフ大会の開催時期の変更による販売費及び一般管理費の減少

から、営業利益は５億72百万円（前年同四半期比11.2％増）、経常利益は５億72百万円（前年同四半期比23.9％

増）となりましたが、税金費用の負担増から、四半期純利益は３億29百万円（前年同四半期比17.5％減）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耐久消費財を中心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。新製品「ボルトリック」の販売も順調に推移し、シューズ、シャトル

コック他の商品販売も堅調であったため、前年同四半期に比べ増加となりました。

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が低調であったた

め、売上は前年同四半期に比べ減少となりました。

ゴルフでは、契約プロの活躍と高い話題性を背景にゴルフ用品全般の売上増大に努めました。また、製品ライン

アップに新仕様製品を加え充実を図りましたが、クラブ売上は伸び悩み、シューズ、ウェアの販売は増加したもの

の、前年同四半期の売上を下回りました。

その他の商品群では、ウォーキングシューズが売上を伸ばし、全体の業績を下支えしております。

販売費では、冠協賛ゴルフ大会の開催時期変更に伴い、当四半期の経費負担は軽減されました。

この結果、売上高は87億84百万円、営業利益は５億12百万円となりました。

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、住宅販売は低迷し、失業率も高水準にあるため、

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、バドミントンは、競技人口の増加に伴い、アメリカ、カナダとも売上が増大しております。

この結果、売上高は２億39百万円、営業利益は11百万円となりました。
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ハ．［ヨーロッパ］

ヨーロッパ市場は、高成長を続ける新興国との経済的結び付きが弱いこともあり、景気回復が遅れております。

ゴルフの販売は、顧客注文への個別対応に注力した結果、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、需給バランスの乱れによる市場

価格の低下に苦慮しております。

この結果、売上高は３億81百万円、営業利益は10百万円となりました。

ニ．［アジア］

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。新デザインの追加、特別開発製品の投入等のテコ入れの結果、受注数量は幾分持ち直してきまし

た。なお、中国のゴルフ市場の将来性を見込み、７月に新たなゴルフ販売会社を設立し年内に販売活動を開始する

予定であります。

この結果、売上高は２億42百万円、営業利益は42百万円となりました。

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96億48百万円、営業利益は５億77百

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、５月のＬＰＧＡツアー「ヨネックスレディ

スゴルフトーナメント」開催後もコースの整備状況を良好に保つことで話題を高め入場者数の増加を促しまし

たが、消費単価は依然として伸び悩み、利益計上には至りませんでした。

この結果、スポーツ施設事業の売上高は１億40百万円、営業損失は０百万円となりました。

　

(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13億62百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は81億58百万円となりました。

　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18億15百万円（前年同四半期比16.0％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仕入債務の増加及びたな卸資産の減少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３億55百万円（前年同四半期比183.8％増）となりました。これは主に、有形

固定資産と無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38百万円（前年同四半期は６百万円の収入）となりました。これは主に、短期

借入金の純増減額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。
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(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、２億62百万円であります。

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　手のひら感覚の打球感と相手を圧倒するパワー性能をもったテニスラケットの開発　（品名：イーゾーン）

一般社会人を主体とした競技者と愛好者層向けに、手のひら感覚の打球感とパワー性能を向上させたラケッ

トの開発を目指し、速い弾きと面安定性の向上に有効な新素材“Ｘフラーレン”をフレームに採用。剛性を高

める構造とグロメットに振動吸収材ネオフェードを採用した「クワッドパワーシステム」により共振を抑え

洗練された打球感とパワーショットを実現する新製品ラケットを開発、発売。

②　ヘッドを効かせたパワースマッシュと素早い操作性を両立したバドミントンラケットの開発

（品名：ボルトリック７０）

若年社会人の中上級者向けに、ヘッドを効かせたパワースマッシュと素早い操作性を両立したラケットの開

発を目指し、フレームの３ヶ所に重量を配分しながら剛性を高めるとともに、フレームサイドを細くした新形

状によりフレームを大きくしならせる「トライ－ボルテージシステム」により相反する威力のある重いス

マッシュとスピードラリーに対応した素早い操作性を可能とし、フレーム上部に新素材「サウンドフィル

ター」［特許出願中］を採用することで、威力を感じさせる大きな打球音を生む新製品ラケットを開発、発売。

③　コントロール性、反発性、性能安定性に優れたソフトテニスストリングの開発

（品名：サイバーナチュラルクロス）

ライジングやスライスショット、カットショットが打ち易く反発性にも優れた性能を求め、ポリウレタン複

合芯糸とソフトテニスストリング初の二重撚り加工により、球持ちがありながらもボールの出が速い性能と正

確なコントロール性を実現した新製品ストリングを開発、発売。

④　通気性・軽さ・撥水性に優れた「旅ウォーク」新製品の開発

（品名：パワークッションＬＴ－０６、ＭＴ－０６）

１足でレストラン・ホテル等の上品さを求められる場所や、名所旧跡等比較的路面が整備されていない場所

でもしっかり歩ける性能とデザインを両立する靴として開発。また、通気性を高め、水が染みにくい快適な靴を

目指し、伸縮性があり撥水性・通気性を有した「ストレッチパーカッシオⅡ」をクラレと共同で開発し、新製

品に採用、発売。

⑤　包み込む様な柔らかなフィット性で、足との一体感を高めたシューズの開発

（品名：バドミントンＳＨＢ－ＳＣ５，テニスＳＨＴ－１２Ｃ，２２Ｃ）

学生・一般社会人及び女性を主体とした中上級レベルのテニス・バドミントンユーザー向けに、ハイスピー

ドカメラによるフットワーク時の負荷解析により、シューズのアッパー素材の一部に伸縮素材を配置する事

で、足の挙動に合わせて変形・シワの発生を低減させ自然なフィット感を実現。ソールについては、従来よりも

大きく巻き上げた土踏まず形状と補強素材により、耐ねじれ性・フィット性・安定性を高めた設計と、蹴り出

し時の足の挙動に合わせて縦方向に配置した屈曲溝により俊敏性を高めた新製品を開発、発売。

⑥　高機能アンダーウェアの開発　（品名：マッスルパワーＳＴＢ　レディースモデル）

骨格筋と肩甲骨・骨盤の着圧サポートを行い、コアバランスを正常に導き出すべく、着圧度合いの異なる３

種類のストレッチ編地素材を使用した新発想のアンダーウェア。筋肉の起始部・停止部を高・中着圧素材でサ

ポートし、筋肉の収縮の多い部分は低着圧でサポートすることで、筋・骨格を本来あるべき位置に戻し、ベスト

フォームに導き競技能力の向上をサポートする。また、レディースモデルにおいては、女性特有の体型を考慮し

た形状となっており、男性と比較して筋肉量が少ない部分も強着圧素材でサポートしたウェアを開発、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22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22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】

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２四半期会計期間末現在

（平成22年９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円未満の端数は、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。 
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（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。　

　

（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７月１日～
平成22年９月30日

－ 23,405,200 － 4,706,600 － 7,483,439

（６）【大株主の状況】

 平成22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 1,267 5.41

　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　　修一 東京都文京区 1,086 4.63

　米山　　理恵子 新潟県長岡市 1,041 4.44

財団法人新潟県インドアスポ-ツ    

振興米山財団
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　 937 4.00

　米山　美恵子 新潟県長岡市 743 3.17

計 － 11,860 50.67

　（注）上記のほか、自己株式が1,707千株あります。

なお、「第５経理の状況」以下の自己株式数は1,838千株で表示しております。これは、三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）所有の当社株式131千株を含んだ数字であります。  
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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）  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1,838,847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131,600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131,600株（議決権の数1,316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
1,707,200 - 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1,838,847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131,600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131,600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。

　

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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 675 685 647 628 617 603

最低（円） 649 615 621 592 581 574

　（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）及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,309,818 7,941,903

受取手形及び売掛金 8,619,231 8,878,236

商品及び製品 2,752,358 2,554,903

仕掛品 763,947 760,206

原材料及び貯蔵品 531,159 759,602

繰延税金資産 347,187 416,683

その他 1,523,179 1,509,297

貸倒引当金 △47,394 △49,457

流動資産合計 22,799,487 22,771,376

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 2,972,850

※
 3,076,407

土地 7,482,219 7,509,212

その他（純額） ※
 1,754,957

※
 1,728,837

有形固定資産合計 12,210,028 12,314,457

無形固定資産 473,588 244,704

投資その他の資産

投資有価証券 86,381 99,423

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 920,169 955,525

その他 390,602 428,620

貸倒引当金 △164,249 △195,530

投資その他の資産合計 3,432,904 3,488,038

固定資産合計 16,116,521 16,047,200

資産合計 38,916,008 38,818,576
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,838,232 3,873,454

未払金 743,877 777,389

1年内返済予定の長期借入金 45,400 45,400

未払法人税等 87,930 608,067

未払消費税等 65,073 74,775

賞与引当金 563,569 553,252

役員賞与引当金 9,000 18,000

設備関係支払手形 110,419 156,717

その他 418,089 429,129

流動負債合計 6,881,591 6,536,186

固定負債

長期借入金 68,100 90,800

退職給付引当金 1,949,526 2,048,050

役員退職慰労引当金 421,885 410,057

長期預り保証金 2,285,153 2,324,227

その他 21,052 26,158

固定負債合計 4,745,717 4,899,294

負債合計 11,627,309 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 17,238,078 17,207,091

自己株式 △1,382,479 △1,407,119

株主資本合計 28,045,638 27,990,010

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,574 △2,926

為替換算調整勘定 △760,484 △610,661

評価・換算差額等合計 △771,058 △613,587

新株予約権 14,119 6,672

純資産合計 27,288,699 27,383,096

負債純資産合計 38,916,008 38,818,576
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 18,910,081 18,868,507

売上原価 11,125,534 10,953,968

売上総利益 7,784,547 7,914,539

販売費及び一般管理費 ※
 7,052,296

※
 7,396,878

営業利益 732,251 517,660

営業外収益

受取利息 10,822 12,666

受取賃貸料 11,728 11,345

受取ロイヤリティー 69,433 56,778

その他 9,440 12,236

営業外収益合計 101,425 93,027

営業外費用

支払利息 8,659 10,950

為替差損 94,422 148,341

売上割引 8,969 8,776

その他 15,454 4,138

営業外費用合計 127,506 172,207

経常利益 706,170 438,480

特別利益

固定資産売却益 17,142 2,485

貸倒引当金戻入額 707 －

特別利益合計 17,850 2,485

特別損失

固定資産売却損 500 1,104

固定資産除却損 4,980 3,879

投資有価証券売却損 － 84

訴訟関連損失 － 48,870

特別損失合計 5,480 53,939

税金等調整前四半期純利益 718,539 387,026

法人税、住民税及び事業税 231,030 101,655

過年度法人税等戻入額 － △16,107

法人税等調整額 △32,798 109,014

法人税等合計 198,232 194,562

少数株主損益調整前四半期純利益 － 192,464

四半期純利益 520,307 192,464
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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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 9,984,362 9,788,331

売上原価 5,837,542 5,733,774

売上総利益 4,146,820 4,054,557

販売費及び一般管理費 ※
 3,632,030

※
 3,482,273

営業利益 514,789 572,284

営業外収益

受取利息 5,751 5,689

受取賃貸料 6,569 5,436

受取ロイヤリティー 19,330 28,777

その他 5,119 6,329

営業外収益合計 36,770 46,232

営業外費用

支払利息 3,721 6,363

為替差損 72,786 35,032

売上割引 3,645 3,334

その他 9,041 1,067

営業外費用合計 89,194 45,798

経常利益 462,364 572,718

特別利益

固定資産売却益 105 433

貸倒引当金戻入額 1,628 8,338

特別利益合計 1,733 8,771

特別損失

固定資産売却損 359 261

固定資産除却損 3,079 1,674

投資有価証券売却損 － 84

特別損失合計 3,439 2,020

税金等調整前四半期純利益 460,659 579,469

法人税、住民税及び事業税 △37,161 81,366

法人税等調整額 98,726 168,763

法人税等合計 61,564 250,129

少数株主損益調整前四半期純利益 － 329,340

四半期純利益 399,094 329,340
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 718,539 387,026

減価償却費 323,281 322,189

株式報酬費用 － 7,446

貸倒引当金の増減額（△は減少） △707 5,038

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,434 10,854

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △114,247 △98,523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,529 11,827

長期前払費用償却額 19,016 9,048

受取利息及び受取配当金 △12,171 △13,774

支払利息 8,659 10,950

為替差損益（△は益） 61,159 53,757

有形固定資産売却損益（△は益） △16,642 △1,380

有形固定資産除却損 4,980 3,879

投資有価証券売却損益（△は益） － 84

訴訟関連損失 － 48,870

その他の営業外損益（△は益） △64,829 △66,337

売上債権の増減額（△は増加） 764,670 204,689

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,260 △54,496

仕入債務の増減額（△は減少） 264,094 1,062,296

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,017 △9,701

その他の資産の増減額（△は増加） △139,069 △173,607

その他の負債の増減額（△は減少） 85,034 △80,125

小計 1,964,916 1,631,012

利息及び配当金の受取額 10,818 15,173

利息の支払額 △7,572 △8,681

その他の収入 56,070 174,569

その他の支出 △20,343 △11,610

訴訟関連損失の支払額 － △48,870

法人税等の支払額 △170,716 △568,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,833,173 1,182,704

EDINET提出書類

ヨネックス株式会社(E02427)

四半期報告書

19/35



（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

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 － △1,200,000

定期預金の払戻による収入 － 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △176,885 △340,247

有形固定資産の売却による収入 46,297 6,316

有形固定資産の除却による支出 △700 △1,173

無形固定資産の取得による支出 △54,317 △246,446

投資有価証券の取得による支出 △602 △1

投資有価証券の売却による収入 － 106

貸付けによる支出 △27,250 △10,420

貸付金の回収による収入 21,657 18,223

その他 1,025 △3,662

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,774 △577,306

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） 24,402 △936

長期借入金の返済による支出 － △22,700

自己株式の取得による支出 － △12

自己株式の売却による収入 － 22,154

配当金の支払額 △161,427 △161,291

その他 △2,221 △4,701

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,247 △167,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,340 △69,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,514,492 367,914

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 ※
 7,551,024

※
 8,158,274
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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２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事

項の変更

(1) 連結の範囲の変更

当第２四半期連結会計期間より、尤尼克斯（上海）高尓夫貿易有限公司を新たに設

立したため、連結の範囲に含めております。

(2) 変更後の連結子会社の数

６社　

２．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

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　

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２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９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

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９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

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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。
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【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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22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　　　　　　　　　1,838,847株

うち当社所有自己株式数　　1,707,247株

うち信託口所有当社株式数　　131,600株
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【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22年９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、9,929,288千円であ

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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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 2,739,740 千円

給与手当 1,270,638 

広告宣伝費 2,985,453 千円

給与手当 1,382,274 

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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 1,438,091 千円

給与手当 666,126 

広告宣伝費 1,302,491 千円

給与手当 727,308 

　

（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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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21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22年９月30日現在）

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

現金及び預金勘定 8,309,818千円

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 8,158,274千円
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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22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22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  1,838千株

（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131千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　14,119千円

（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２四半期連結会計期間末残高は、14,119千

円であります。

４．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。

（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22年10月29日

取締役会
普通株式 (注)162,734 7.50 平成22年９月30日 平成22年12月６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987千円

を含めております。

　

EDINET提出書類

ヨネックス株式会社(E02427)

四半期報告書

24/35



（セグメント情報等）

【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

　

前第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

　

前第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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【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・中

国）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２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９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
16,793,700527,466818,081402,57818,541,827326,68018,868,507 － 18,868,507

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

874,647 177 4,7131,157,5832,037,12220,0002,057,122△2,057,122 －

計 17,668,347527,644822,7951,560,16120,578,949346,68020,925,630△2,057,12218,868,507

セグメント利益又は

損失（△）
430,74015,413△24,62245,596467,12740,073507,20110,459517,660

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額10,459千円は、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利益と調整を行っております。　
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当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９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
8,784,190239,526381,858242,7529,648,328140,0039,788,331 － 9,788,331

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

450,893 177 1,866556,6781,009,616 － 1,009,616△1,009,616 －

計 9,235,084239,704383,725799,43010,657,944140,00310,797,948△1,009,6169,788,331

セグメント利益又は

損失（△）
512,01911,56310,58942,944577,116△598 576,517△4,232 572,284

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△4,232千円は、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利益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）　

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２四半期連結会計期間末（平成22年９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２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９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２四半期連結会計期間末
（平成22年９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 1,264.68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等

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 24.20円 １株当たり四半期純利益金額 8.93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、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。

　（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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 520,307 192,464

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） 520,307 192,464

期中平均株式数（千株） 21,497 21,543

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２四半期連結会計期

間末現在131千株）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２四

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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前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 18.56円 １株当たり四半期純利益金額 15.28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、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。

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

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 399,094 329,340

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） 399,094 329,340

期中平均株式数（千株） 21,497 21,551

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２四半期連結会計期

間末現在131千株）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２四

半期連結会計期間の「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。

　

（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22年10月29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…………………… 162,734,648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22年12月６日

（注）平成22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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月８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２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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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