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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 41,406 4.8 3,201 1.3 3,070 △2.1 1,774 △10.3

27年３月期第２四半期 39,514 12.8 3,161 28.6 3,135 46.7 1,977 66.8
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 1,579百万円( △9.0％) 27年３月期第２四半期 1,736百万円(△33.5％)
　

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

28年３月期第２四半期 154.36 －

27年３月期第２四半期 171.95 －
　

(注) 平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、前連結会計年度の期首に当該株式併合を実施し
たと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 68,610 19,464 28.1

27年３月期 68,192 17,936 26.2
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 19,300百万円 27年３月期 17,895百万円
　
　

２．配当の状況

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

27年３月期 － 0.00 － 4.00 4.00

28年３月期 － 2.00

28年３月期(予想) － 20.00 －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、平成28年3月期(予想)の１株当たり期末配当金

につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載しております。
　株式併合を考慮しない場合の平成28年３月期(予想)の１株当たり期末配当金は２円となり、１株当たりの年間配当金は４円とな
ります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 77,500 4.5 3,200 13.3 2,800 △4.0 1,600 △0.2 139.19
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、平成28年3月期の通期の連結業績予想における１
株当たり当期純利益につきましては、当該株式併合の影響を考慮しております。
　詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

決算短信 （宝印刷）  2015年11月06日 13時35分 1ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

2679
グローブライドロゴマーク



※ 注記事項
　

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　
　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 12,000,000株 27年３月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 505,014株 27年３月期 503,876株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 11,495,621株 27年３月期２Ｑ 11,498,043株

(注) 平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、前連結会計年度の期首に当該株式併合を
実施したと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧
ください。
　
（株式併合後の配当及び業績予想について）
　当社は、平成27年６月26日開催の第60回定時株主総会において、株式併合、単元株式数の変更について承認可決さ
れ、平成27年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施し、単元株式数を1,000
株から100株へ変更しております。なお、株式併合考慮前に換算した平成28年３月期の配当予想及び連結業績予想は以
下のとおりとなります。
　
　１．平成28年３月期の配当予想
　 第２四半期末 ２円（注１）
　 期末 ２円（注２）
　 年間配当金合計 ４円
　
　２．平成28年３月期の連結業績予想
　 １株当たり当期純利益
　 通期 13円92銭
　
　 （注１）第２四半期末の配当は株式併合前の株式数に対して支払われます。
　 （注２）株式併合前に換算した配当額であります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和政策を背景に、企業収益や雇用環
境の改善が進んでおりますが、未だ個人消費の回復に力強さはなく、先行き不透明な状況で推移しています。
　一方海外においては、米国の個人消費や雇用環境が堅調に推移しておりますが、欧州では、シリア問題やロシア
経済の低迷等予断を許さない状況が続いております。また、アジア地域においても、中国経済を中心に減速感が一
段と強まってきております。
当社グループの属するスポーツ・レジャー用品等の業界においては、このような状況の中、依然として足取りの

重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、独自のテクノロジーを搭載した世界戦略機種の投入や選択集中の

効いたプロモーションを実施した結果、当第２四半期連結累計期間においては、連結売上高は414億６百万円（前年
同四半期比4.8％増）となりました。利益面におきましては、売上が増大したことにより、営業利益は32億１百万円
（前年同四半期比1.3％増）となりましたが、営業外費用の増加などにより、経常利益は30億７千万円（前年同四半
期比2.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は17億７千４百万円（前年同四半期比10.3％減）となりました。

　
（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、たな卸資産の増加等により前連結会計年度末に比べ４億１千７
百万円増加し、686億１千万円（前連結会計年度末は681億９千２百万円）となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ15億２千８百

万円増加し、194億６千４百万円（前連結会計年度末は179億３千６百万円）となりました。
　
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の連結業績予想につきましては、平成27年５月15日に公表いたしました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(注記事項)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

　（会計方針の変更）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及
び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい
う。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動によ
る差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に
変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理
の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映さ
せる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示
の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度につ
いては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
　当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会
社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記
載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は
売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載す
る方法に変更しております。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及
び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時
点から将来にわたって適用しております。
　なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,268 4,761

受取手形及び売掛金 11,917 10,626

商品及び製品 18,765 20,401

仕掛品 2,446 2,251

原材料及び貯蔵品 2,264 2,361

その他 2,940 2,659

貸倒引当金 △335 △309

流動資産合計 42,267 42,752

固定資産

有形固定資産

土地 5,356 5,354

その他（純額） 9,492 9,925

有形固定資産合計 14,848 15,279

無形固定資産

のれん 1,447 1,333

その他 1,284 1,135

無形固定資産合計 2,731 2,469

投資その他の資産

投資有価証券 5,032 4,815

その他 3,371 3,352

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 8,344 8,108

固定資産合計 25,924 25,857

資産合計 68,192 68,610
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,598 10,818

短期借入金 15,618 14,313

未払法人税等 933 222

売上割戻引当金 156 523

返品調整引当金 191 95

ポイント引当金 250 269

賞与引当金 600 628

役員賞与引当金 9 9

その他 3,994 3,927

流動負債合計 31,353 30,807

固定負債

長期借入金 11,179 10,522

役員退職慰労引当金 3 4

退職給付に係る負債 5,807 5,946

その他 1,911 1,864

固定負債合計 18,902 18,337

負債合計 50,256 49,145

純資産の部

株主資本

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 11,116 12,697

自己株式 △852 △854

株主資本合計 14,448 16,027

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,319 2,254

繰延ヘッジ損益 86 37

土地再評価差額金 1,080 1,081

為替換算調整勘定 42 79

退職給付に係る調整累計額 △81 △180

その他の包括利益累計額合計 3,447 3,273

非支配株主持分 40 164

純資産合計 17,936 19,464

負債純資産合計 68,192 68,610
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 39,514 41,406

売上原価 24,455 25,889

売上総利益 15,059 15,517

販売費及び一般管理費 11,898 12,315

営業利益 3,161 3,201

営業外収益

受取利息 9 6

受取配当金 35 43

不動産賃貸料 69 74

為替差益 137 123

その他 179 193

営業外収益合計 432 441

営業外費用

支払利息 170 168

売上割引 201 217

その他 85 186

営業外費用合計 457 572

経常利益 3,135 3,070

特別利益

固定資産売却益 4 1

投資有価証券売却益 0 63

特別利益合計 4 65

特別損失

減損損失 3 197

役員退職慰労金 6 －

その他 0 7

特別損失合計 10 204

税金等調整前四半期純利益 3,130 2,931

法人税、住民税及び事業税 1,153 1,152

四半期純利益 1,977 1,778

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 4

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,977 1,774
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四半期連結包括利益計算書

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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 1,977 1,778

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 169 △65

繰延ヘッジ損益 9 △48

土地再評価差額金 － 1

為替換算調整勘定 △472 12

退職給付に係る調整額 51 △98

その他の包括利益合計 △240 △199

四半期包括利益 1,736 1,579

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,737 1,572

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 7
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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27年４月１日 至 平成27年９月30日）

該当事項はありません。
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