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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 46,320 △3.6 2,549 △6.8 1,498 △11.4 1,261 9.7
22年3月期第3四半期 48,033 △7.3 2,734 △19.6 1,691 △27.2 1,150 ―

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3四半期 10.95 ―

22年3月期第3四半期 9.98 ―

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3四半期 50,191 5,508 11.0 47.85
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3四半期  5,508百万円 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）アジア ダイワ（ホンコン）Co.,リミテッド（平成22年11月設立）につきましては、現在、営業準備中のため、連結の範囲には含めておりません。 
   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3Q 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3Q  4,861,102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3Q 115,147,434株 22年3月期3Q 115,207,567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３四半期連結累計期間における国内外の経済は、新興国においては穏やかな景気回復基調とな

りましたが、財政危機問題による不安定な欧州経済や、米国経済の減速懸念に加え、円高の更なる進
行や株式市場の低迷等、依然として先行き不透明感が続いております。 
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
３四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463億２千万円
（前年同期比3.6％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25億４千９百
万円（前年同期比6.8％減）、経常利益は14億９千８百万円（前年同期比11.4％減）となりました。ま
た、四半期純利益は、税効果会計に基づく税金費用が前年同期に比べ減少したことにより、12億６千
１百万円（前年同期比9.7％増）となりました。 

 
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四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

20億６千５百万円減少し、501億９千１百万円（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２億３千１百万円増加し、55億８百万円（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３四半期連結累計期間の営業利益が５百万円、経常利益が６百万円、税金等

調整前四半期純利益が93百万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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 4,523 4,983

受取手形及び売掛金 5,903 8,614

商品及び製品 14,210 12,159

仕掛品 1,214 1,336

原材料及び貯蔵品 1,524 1,277

その他 1,595 2,011

貸倒引当金 △366 △404

流動資産合計 28,605 29,978

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,458 5,465

その他（純額） 7,847 8,390

有形固定資産合計 13,306 13,856

無形固定資産   

のれん 2,157 2,304

その他 610 416

無形固定資産合計 2,768 2,721

投資その他の資産   

投資有価証券 2,692 2,817

その他 2,878 2,942

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,510 5,700

固定資産合計 21,585 22,277

資産合計 50,191 52,256

グローブライド㈱（7990）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

－3－



(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 8,302 6,494

短期借入金 10,918 14,284

未払法人税等 268 311

売上割戻引当金 274 34

返品調整引当金 71 180

ポイント引当金 230 206

賞与引当金 182 454

その他 3,154 3,282

流動負債合計 23,401 25,248

固定負債   

社債 630 780

長期借入金 13,544 14,161

退職給付引当金 5,167 5,007

役員退職慰労引当金 152 138

その他 1,785 1,642

固定負債合計 21,280 21,729

負債合計 44,682 46,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 4,948 6,294

自己株式 △833 △3,093

株主資本合計 8,299 7,384

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 190 278

繰延ヘッジ損益 △124 △141

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △3,692 △3,080

評価・換算差額等合計 △2,790 △2,106

純資産合計 5,508 5,277

負債純資産合計 50,191 52,256
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 48,033 46,320

売上原価 29,578 28,261

売上総利益 18,454 18,058

販売費及び一般管理費 15,720 15,509

営業利益 2,734 2,549

営業外収益   

受取利息 10 6

受取配当金 52 58

不動産賃貸料 164 130

その他 274 342

営業外収益合計 502 538

営業外費用   

支払利息 503 436

売上割引 481 440

為替差損 362 535

その他 197 177

営業外費用合計 1,545 1,589

経常利益 1,691 1,498

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14 18

固定資産売却益 6 8

その他 1 －

特別利益合計 22 26

特別損失   

投資有価証券評価損 207 45

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 90

その他 48 23

特別損失合計 255 160

税金等調整前四半期純利益 1,457 1,364

法人税、住民税及び事業税 289 103

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,261

少数株主利益 18 －

四半期純利益 1,150 1,261
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 
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