
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2月7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24年2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24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 43,264 △6.6 2,673 4.9 2,107 40.7 1,715 36.0
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,312百万円 （127.2％） 23年3月期第3四半期 577百万円 （―％）

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3四半期 14.91 ―
23年3月期第3四半期 10.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 46,994 5,525 11.8
23年3月期 50,469 4,337 8.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,525百万円 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  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 2.00 2.00

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、対前期増減率）

（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

通期 56,500 △5.6 2,400 7.0 1,500 62.7 1,200 456.8 10.43



(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）  ：  有  

(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

新規 1社 （社名） アジア ダイワ(ホンコン)Co.,リミテッド 、 除外 ―社 （社名）

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3Q 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3Q 4,973,954 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3Q 115,069,524 株 23年3月期3Q 115,147,434 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、新興国においては引き続き堅調に推移しまし

たが、ユーロ圏のソブリン・リスクに伴なう世界的な金融不安がくすぶり続けると共に、米国経済も
高い失業率や個人消費の低迷により景気回復のペースが鈍化しております。国内においては、東日本
大震災と原発事故の影響から徐々に立ち直りつつありますが、円高の更なる進行や株式市場の低迷に
加え、タイにおける洪水被害の影響等、先行きに対する不透明感が強まっております。 
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、一時期の混乱状態は解消されたものの、

消費マインドの冷え込み等、引続き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することにより、減収幅を段階的に改善
してきておりますが、当第３四半期連結累計期間においては、震災や原発事故の影響を払拭するまで
には至っておらず、連結売上高は432億６千４百万円（前年同期比6.6％減）となりました。利益面で
は、製造コストの低減や固定費の引下げ等の体質強化策を強力に推進したことが奏功し、営業利益は
26億７千３百万円（前年同期比4.9％増）と増益に転じました。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、21億７百万円（前年同期比40.7％増）、四半期純利益は17億１千５百万
円（前年同期比36.0％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
34億７千４百万円減少し、469億９千４百万円（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、主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11億８千８百万円増

加し、55億２千５百万円（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、平成23年11月８日に公表いたしました通期の連結

業績予想を修正いたしております。修正の内容及び修正の理由につきましては、本日別途公表してお
ります「業績予想の修正に関するお知らせ」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 
第２四半期連結会計期間において、アジア ダイワ（ホンコン）Co.,リミテッドが営業を開始した

ことにより、同社を連結の範囲に加えております。 
 

(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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,049 4,491

受取手形及び売掛金 7,866 5,914

商品及び製品 12,562 12,816

仕掛品 1,389 1,202

原材料及び貯蔵品 1,339 1,353

その他 1,972 1,469

貸倒引当金 △386 △404

流動資産合計 28,793 26,843

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,456 5,445

その他（純額） 7,644 7,200

有形固定資産合計 13,100 12,645

無形固定資産   

のれん 2,108 1,961

その他 637 723

無形固定資産合計 2,745 2,685

投資その他の資産   

投資有価証券 3,151 2,198

その他 2,738 2,681

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 5,830 4,819

固定資産合計 21,675 20,150

資産合計 50,469 46,994
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,837 7,430

短期借入金 13,634 10,516

未払法人税等 395 254

売上割戻引当金 35 228

返品調整引当金 180 78

ポイント引当金 240 244

賞与引当金 452 185

その他 3,492 2,860

流動負債合計 25,267 21,797

固定負債   

社債 540 390

長期借入金 13,289 12,305

退職給付引当金 5,114 5,198

役員退職慰労引当金 158 172

その他 1,761 1,604

固定負債合計 20,863 19,671

負債合計 46,131 41,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 3,903 5,503

自己株式 △834 △843

株主資本合計 7,253 8,844

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 229 84

繰延ヘッジ損益 △43 △33

土地再評価差額金 836 983

為替換算調整勘定 △3,938 △4,351

その他の包括利益累計額合計 △2,915 △3,318

純資産合計 4,337 5,525

負債純資産合計 50,469 46,994
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 46,320 43,264

売上原価 28,261 26,106

売上総利益 18,058 17,157

販売費及び一般管理費 15,509 14,483

営業利益 2,549 2,673

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 58 56

不動産賃貸料 130 108

その他 342 285

営業外収益合計 538 457

営業外費用   

支払利息 436 389

売上割引 440 417

為替差損 535 103

その他 177 113

営業外費用合計 1,589 1,023

経常利益 1,498 2,107

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 －

固定資産売却益 8 3

特別利益合計 26 3

特別損失   

投資有価証券評価損 45 75

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 90 －

災害による損失 － 38

その他 23 7

特別損失合計 160 121

税金等調整前四半期純利益 1,364 1,989

法人税、住民税及び事業税 103 273

少数株主損益調整前四半期純利益 1,261 1,715

四半期純利益 1,261 1,715
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,261 1,715

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △87 △145

繰延ヘッジ損益 16 9

土地再評価差額金 － 146

為替換算調整勘定 △612 △413

その他の包括利益合計 △683 △402

四半期包括利益 577 1,312

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 577 1,312

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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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23年４月１日 至 平成23年12月31日） 
該当事項はありません。 
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