
平成２３年８月８日 
各 位 

会 社 名 グ ロ ー ブ ラ イ ド 株 式 会 社 
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 小島 忠雄 

 （コ－ド番号 ７９９０ 東証第１部） 
問 合 せ 先 専務取締役経理部長 岸  明彦 
  （ＴＥＬ．０４２－４７５－２１１５） 

 
（訂正・数値データ訂正）平成 24 年 3 月期 第 1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

 

  当社は、平成 23 年 8 月 8 日 15 時に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお

知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信しま

す。 

  なお、訂正個所は下線を付して表示しております。 

 

記 

【訂正前】 
３．平成 24 年３月期の連結業績予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

28,880 △11.7 1,800 △27.6 1,400 △21.0 1,200 △14.6 10.42

通      期 54,500 △9.0 1,650 △26.5 700 △24.1 350 62.4 3.04
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 

 

【訂正後】 
３．平成 24 年３月期の連結業績予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

28,800 △11.7 1,800 △27.6 1,400 △21.0 1,200 △14.6 10.42

通      期 54,500 △9.0 1,650 △26.5 700 △24.1 350 62.4 3.04
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 
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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 14,545 △12.6 1,263 △5.1 1,086 8.1 949 18.9
23年3月期第1四半期 16,636 0.5 1,331 △3.5 1,005 △0.8 798 △9.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,219百万円 （89.8％） 23年3月期第1四半期 642百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.24 ―

23年3月期第1四半期 6.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 51,396 5,442 10.6
23年3月期 50,469 4,337 8.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,442百万円 23年3月期  4,337百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  

平成24年３月期の期末配当につきましては、現時点で未定です。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

第2四半期(累計) 28,800 △11.7 1,800 △27.6 1,400 △21.0 1,200 △14.6 10.42
通期 54,500 △9.0 1,650 △26.5 700 △24.1 350 62.4 3.04



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 120,000,000 株 23年3月期 120,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,866,175 株 23年3月期 4,865,068 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 115,134,381 株 23年3月期1Q 115,151,187 株
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１．当四半期決算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１四半期連結累計期間における国内外の経済は、新興国においては景気回復基調が続いておりますが、財

政危機問題で不安を抱える欧州経済は景気の回復が鈍化しており、また、米国経済は景気が減速傾向になってお
ります。国内においては、東日本大震災と福島原発事故の影響により、景気が急激に落ち込みましたが、現在は
徐々に持ち直しつつあります。しかし、依然、原発事故の先行きは不透明であり、円高の更なる進行や株式市場
の低迷等、予断を許さな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、消費マインドの冷え込み等、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、当社グループは被災エリアにおける小売店舗の早期復旧を図ると共に、魅力ある新

製品の投入やマーケティング力の強化に注力してまいりましたが、当第１四半期連結累計期間においては、震災や
原発事故の影響を余儀なくされ、連結売上高は145億４千５百万円（前年同期比12.6％減）となりました。利益面
では、製造コストの改善に加え、緊急危機対応としての固定費の引下げ施策を速やかに断行したことが奏功し、減
収による粗利減の大半を吸収し、営業利益は12億６千３百万円（前年同期比5.1％減）を確保いたしました。ま
た、経常利益は金融コストの改善や為替差損の減少等により、10億８千６百万円（前年同期比8.1％増）となりま
した。更に、特別損失が減少したこともあり、四半期純利益は９億４千９百万円（前年同期比18.9％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１四半期連結会計期間末における総資産は、シーズン・インに伴なうたな卸資産の増加等により前連結会

計年度末に比べ９億２千７百万円増加し、513億９千６百万円（前連結会計年度末は504億６千９百万円）となり
ました。 

純資産は、四半期純利益を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ11億４百万円増加し、54億４千２百
万円（前連結会計年度末は43億３千７百万円）となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により、合理的な算定が困難なため、未

定としておりましたが、 近の経営環境及び業績動向等を踏まえ、公表いたしました。本日（平成23年８月８日）
公表いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
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。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
該当事項はありません。 
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,049 4,214

受取手形及び売掛金 7,866 7,759

商品及び製品 12,562 13,710

仕掛品 1,389 1,091

原材料及び貯蔵品 1,339 1,290

その他 1,972 2,156

貸倒引当金 △386 △407

流動資産合計 28,793 29,815

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,456 5,458

その他（純額） 7,644 7,635

有形固定資産合計 13,100 13,094

無形固定資産   

のれん 2,108 2,059

その他 637 680

無形固定資産合計 2,745 2,739

投資その他の資産   

投資有価証券 3,151 3,114

その他 2,738 2,692

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,830 5,746

固定資産合計 21,675 21,580

資産合計 50,469 51,396
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,837 8,007

短期借入金 13,634 13,002

未払法人税等 395 304

売上割戻引当金 35 66

返品調整引当金 180 180

ポイント引当金 240 239

賞与引当金 452 178

その他 3,492 3,323

流動負債合計 25,267 25,301

固定負債   

社債 540 510

長期借入金 13,289 13,131

退職給付引当金 5,114 5,092

役員退職慰労引当金 158 161

その他 1,761 1,757

固定負債合計 20,863 20,652

負債合計 46,131 45,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 3,903 4,737

自己株式 △834 △834

株主資本合計 7,253 8,086

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 229 200

繰延ヘッジ損益 △43 △52

土地再評価差額金 836 836

為替換算調整勘定 △3,938 △3,629

その他の包括利益累計額合計 △2,915 △2,644

純資産合計 4,337 5,442

負債純資産合計 50,469 51,396
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 16,636 14,545

売上原価 10,077 8,634

売上総利益 6,559 5,910

販売費及び一般管理費 5,228 4,647

営業利益 1,331 1,263

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 37 25

不動産賃貸料 49 39

その他 93 95

営業外収益合計 183 161

営業外費用   

支払利息 161 138

売上割引 185 163

為替差損 130 9

その他 31 27

営業外費用合計 508 338

経常利益 1,005 1,086

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 －

固定資産売却益 4 0

特別利益合計 11 0

特別損失   

災害による損失 － 37

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 90 －

その他 18 0

特別損失合計 109 37

税金等調整前四半期純利益 907 1,049

法人税、住民税及び事業税 108 100

少数株主損益調整前四半期純利益 798 949

四半期純利益 798 949
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 798 949

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △196 △28

繰延ヘッジ損益 △13 △9

為替換算調整勘定 54 309

その他の包括利益合計 △155 270

四半期包括利益 642 1,219

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 642 1,219

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 
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