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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 33,216 △8.9 2,360 △29.5 1,559 △48.5 1,302 △14.8

21年3月期第2四半期 36,469 ― 3,348 ― 3,030 ― 1,529 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 11.31 ―

21年3月期第2四半期 11.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 55,377 6,626 11.5 55.36
21年3月期 56,001 4,668 7.9 38.62

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,375百万円 21年3月期  4,450百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 61,500 △7.7 1,300 △55.7 △400 ― △500 ― △4.34
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の
変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 133,174,723株 21年3月期  133,174,723株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  17,998,916株 21年3月期  17,927,811株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 115,223,438株 21年3月期第2四半期 127,726,007株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間における国内外の経済は、世界的な金融危機による景気の悪化に伴ない、

企業収益の低下や個人消費の低迷等、依然として厳しい情勢が続いております。 
当社グループの属するスポーツ・レジャー用品等の業界も、景気悪化の影響を受け、消費が落ち込

んでおり、厳しい状況が続いております。  
このような市場環境の中で、当社グループは市場ニーズに合った新製品を投入すると共にマーケテ

ィング力の強化を推進し、積極的に拡販を図ってまいりました。また、収支構造の改善に向けて、製
造原価の低減及び固定費の引下げ等に注力しております。その結果、当第２四半期連結累計期間にお
いては、売上・利益共に当初の計画は上回りましたものの、景気の低迷や円高の影響を受けて、連結
売上高は332億１千６百万円（前年同期比8.9％減）に止まりました。利益面では、減収の影響等によ
り、営業利益は23億６千万円（前年同期比29.5％減）、経常利益は15億５千９百万円（前年同期比
48.5％減）、四半期純利益は13億２百万円（前年同期比14.8％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上高の減少に伴なう売上債権の減少等により前

連結会計年度末に比べ６億２千３百万円減少し、553億７千７百万円（前連結会計年度末は560億１百
万円）となりました。 
純資産は、四半期純利益を計上したこと及び評価・換算差額等が増加したことにより、前連結会計

年度末に比べ19億５千７百万円増加し、66億２千６百万円（前連結会計年度末は46億６千８百万円）
となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間の業績は売上・利益共に当初の計画を上回りましたが、通期の業績につ

きましては、景気の先行きが依然不透明であることに加えて、厳しい雇用情勢や個人消費の低迷等、
予断を許さない状況であることから、平成21年５月15日に公表しました業績予想を変更しておりませ
ん。 

 

４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
なお、「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

 
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 5,604 5,599

受取手形及び売掛金 8,492 9,365

商品及び製品 14,349 13,875

仕掛品 1,235 1,352

原材料及び貯蔵品 1,357 1,495

その他 2,052 2,677

貸倒引当金 △455 △445

流動資産合計 32,636 33,921

固定資産   

有形固定資産 14,139 13,900

無形固定資産   

のれん 2,255 2,066

その他 458 363

無形固定資産合計 2,714 2,430

投資その他の資産   

投資有価証券 2,789 2,728

その他 3,154 3,074

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,883 5,742

固定資産合計 22,737 22,073

繰延資産 4 6

資産合計 55,377 56,001
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（単位：百万円）

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 7,923 7,885

短期借入金 13,976 15,822

未払法人税等 178 352

売上割戻引当金 184 80

返品調整引当金 44 109

ポイント引当金 180 113

賞与引当金 537 494

その他 3,617 3,736

流動負債合計 26,644 28,595

固定負債   

社債 900 310

長期借入金 14,269 15,493

退職給付引当金 4,998 4,932

役員退職慰労引当金 128 202

その他 1,809 1,798

固定負債合計 22,106 22,736

負債合計 48,750 51,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 7,303 6,314

自己株式 △3,092 △3,084

株主資本合計 8,395 7,413

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94 △75

繰延ヘッジ損益 △324 △247

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △2,626 △3,476

評価・換算差額等合計 △2,019 △2,962

少数株主持分 250 218

純資産合計 6,626 4,668

負債純資産合計 55,377 56,001
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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：百万円）

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 36,469 33,216

売上原価 22,367 20,393

売上総利益 14,101 12,823

販売費及び一般管理費 10,753 10,462

営業利益 3,348 2,360

営業外収益   

受取利息 14 6

受取配当金 25 42

不動産賃貸料 136 112

為替差益 220 －

その他 233 182

営業外収益合計 630 343

営業外費用   

支払利息 346 343

売上割引 459 330

為替差損 － 344

その他 142 126

営業外費用合計 948 1,145

経常利益 3,030 1,559

特別利益   

前期損益修正益 9 －

貸倒引当金戻入額 － 4

固定資産売却益 5 4

その他 2 0

特別利益合計 17 9

特別損失   

前期損益修正損 0 －

固定資産売却損 2 －

減損損失 － 14

投資有価証券評価損 130 －

店舗閉鎖損失 － 17

その他 9 10

特別損失合計 142 43

税金等調整前四半期純利益 2,904 1,525

法人税、住民税及び事業税 1,353 204

少数株主利益 22 18

四半期純利益 1,529 1,302
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。 

 

グローブライド㈱（7990）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－7－




