
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 グローブライド株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7990 URL http://www.globeride.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小島 忠雄

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役経理部長 （氏名） 岸 明彦 TEL 042-475-2115
四半期報告書提出予定日 平成22年11月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 32,609 △1.8 2,486 5.3 1,772 13.6 1,405 7.9
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

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

23年3月期第2四半期 12.21 ―

22年3月期第2四半期 11.31 ―

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

23年3月期第2四半期 50,856 5,610 11.0 48.72
22年3月期 52,256 5,277 10.1 45.83

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,610百万円 22年3月期  5,277百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 △1.3 2,400 3.0 1,000 1.9 400 35.7 3.47



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信【添付資料】P.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 120,000,000株 22年3月期  133,174,723株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,853,624株 22年3月期  18,021,797株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 115,149,774株 22年3月期2Q 115,223,438株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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、アジア圏を中心に景気回復の兆しが見られる

ものの、欧州の財政問題による景気の後退や、米国経済にも陰りが見え始めたことに加え、円高の進
行や株式市場の低迷等、依然として厳しい状況が続いております。 
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、景気低迷の影響を受け、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魅力ある新製品の開発に注力する

と共にマーケティング力の強化を推進し、市場の活性化と販売の拡大を図ってまいりましたが、当第
２四半期連結累計期間においては、景気の低迷や円高の影響を受けて、連結売上高は326億９百万円
（前年同期比1.8％減）にとどまりました。利益面では、製造コスト及び固定費の引下げ等への取組み
が功を奏し、営業利益は24億８千６百万円（前年同期比5.3％増）、経常利益は17億７千２百万円（前
年同期比13.6％増）、四半期純利益は14億５百万円（前年同期比7.9％増）を確保いたしました。 

 
(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、売上債権の減少等により前連結会計年度末に比べ

13億９千９百万円減少し、508億５千６百万円（前連結会計年度末は522億５千６百万円）となりまし
た。 
純資産は、円高等の影響により評価・換算差額等が減少しましたが、それ以上に四半期純利益を計

上したことにより、前連結会計年度末に比べ３億３千２百万円増加し、56億１千万円（前連結会計年
度末は52億７千７百万円）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 
業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました業績予想から変更はありません。 

 

２．その他の情報 
(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。 
これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が３百万円、経常利益が４百万円、税金等

調整前四半期純利益が95百万円それぞれ減少しております。 
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は143百万円であります。 
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3. 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 4,816 4,983

受取手形及び売掛金 7,616 8,614

商品及び製品 12,403 12,159

仕掛品 1,175 1,336

原材料及び貯蔵品 1,442 1,277

その他 2,106 2,011

貸倒引当金 △355 △404

流動資産合計 29,204 29,978

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,457 5,465

その他（純額） 8,065 8,390

有形固定資産合計 13,522 13,856

無形固定資産   

のれん 2,206 2,304

その他 544 416

無形固定資産合計 2,750 2,721

投資その他の資産   

投資有価証券 2,533 2,817

その他 2,905 2,942

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,379 5,700

固定資産合計 21,651 22,277

資産合計 50,856 52,256
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(単位：百万円)

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 8,053 6,494

短期借入金 11,600 14,284

未払法人税等 262 311

売上割戻引当金 199 34

返品調整引当金 121 180

ポイント引当金 226 206

賞与引当金 493 454

その他 2,870 3,282

流動負債合計 23,827 25,248

固定負債   

社債 660 780

長期借入金 13,715 14,161

退職給付引当金 5,110 5,007

役員退職慰労引当金 146 138

その他 1,786 1,642

固定負債合計 21,419 21,729

負債合計 45,246 46,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 5,093 6,294

自己株式 △832 △3,093

株主資本合計 8,444 7,384

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72 278

繰延ヘッジ損益 △163 △141

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △3,580 △3,080

評価・換算差額等合計 △2,834 △2,106

純資産合計 5,610 5,277

負債純資産合計 50,856 52,256
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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 33,216 32,609

売上原価 20,393 19,731

売上総利益 12,823 12,878

販売費及び一般管理費 10,462 10,392

営業利益 2,360 2,486

営業外収益   

受取利息 6 4

受取配当金 42 48

不動産賃貸料 112 91

その他 182 228

営業外収益合計 343 372

営業外費用   

支払利息 343 300

売上割引 330 303

為替差損 344 372

その他 126 109

営業外費用合計 1,145 1,086

経常利益 1,559 1,772

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 7

固定資産売却益 4 8

その他 0 －

特別利益合計 9 15

特別損失   

減損損失 14 11

投資有価証券評価損 － 50

店舗閉鎖損失 17 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 90

その他 10 4

特別損失合計 43 156

税金等調整前四半期純利益 1,525 1,631

法人税、住民税及び事業税 204 225

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,405

少数株主利益 18 －

四半期純利益 1,302 1,405
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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22年４月１日 至 平成22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22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 
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