
 各　　位

  
平成18年11月15日

東 京 都 台 東 区 上 野 五 丁 目 ８ 番 ５ 号

 株　 式　会　 社　 Ｓ　 Ｈ　 Ｏ　 Ｅ　 Ｉ

代　表　取　締　役　社　長 　山　　田 　　勝

（コード番号：7839）

問 合 せ 先　取締役管理本部長　 松 宮　孝 夫

　

電話番号  03-5688-5160 （代表）

平成18年９月期　　決算（連結）参考資料

前年度 当年度 次年度（予想）

平成17/９期 平成18/９期 前期比増減 平成19/９期 前期比増減 

売上高(千円) 10,661,033 11,796,584 +10.7％ 11,900,000 +0.9％

 国内売上(千円) 2,465,866 2,578,166 +4.6％ 2,530,000 △1.9％

 海外売上(千円) 8,195,166 9,218,417 +12.5％ 9,370,000 +1.6％

欧州(千円) 5,470,523 5,822,761 +6.4％ 5,950,000  +2.2％

北米(千円) 2,249,953 2,945,062 +30.9％ 2,990,000  +1.5％

その他(千円) 474,689 450,593 △5.1％ 430,000 △4.6％

営業利益(千円) 1,581,127 2,310,665 +46.1％ 2,300,000 △0.5％

＜利益率＞ 14.8％ 19.6％ +32.1％ 19.3％ △1.3％

経常利益(千円) 1,510,245 2,117,693 +40.2％ 2,200,000 +3.9％

＜利益率＞ 14.2％ 18.0％ +26.7％ 18.5％ +3.0％

税金等調整前当期純利益(千円) 1,481,390 2,084,881 +40.7％ 2,170,000 +4.1％

＜利益率＞ 13.9％ 17.7％ +27.2％ 18.2％ +3.2％

当期純利益(千円) 890,093 1,248,562 +40.3％ 1,290,000 +3.3％

＜利益率＞ 8.3％ 10.6％ +26.8％ 10.8％ +2.4％

為替レート US$= 110.62 115.24 +4.2％ 116.00 +0.7％

(海外子会社期末レート) EUR= 133.64 145.99 +9.2％ 144.00 △1.4％

設備投資(千円) 439,151 670,627 +52.7％ 489,000 △27.1％

減価償却費(千円) 378,867 379,668 +0.2％ 456,000 +20.1％

研究開発費(千円) 85,044 80,986 △4.8％ 98,000 +21.0％

 (注) 平成19年９月期の業績予想数値は、当社グループが本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した

ものであり、実際の業績は当社グループを取り巻く様々な要因により異なる可能性があります。
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 各　　位

  
平成18年11月15日

東 京 都 台 東 区 上 野 五 丁 目 ８ 番 ５ 号

 株　 式　会　 社　 Ｓ　 Ｈ　 Ｏ　 Ｅ　 Ｉ

代　表　取　締　役　社　長 　山　　田 　　勝

（コード番号：7839）

問 合 せ 先　取締役管理本部長　 松 宮　孝 夫

　

電話番号  03-5688-5160 （代表）

平成18年９月期　　決算（個別）参考資料

前年度 当年度 次年度（予想）

平成17/９期 平成18/９期 前期比増減 平成19/９期 前期比増減 

売上高(千円) 9,355,129 10,432,350 +11.5％ 10,370,000 △0.6％

 国内売上(千円) 2,465,866 2,578,166 +4.6％ 2,530,000 △1.9％

 海外売上(千円) 6,889,262 7,854,184 +14.0％ 7,840,000 △0.2％

欧州(千円) 4,296,340 4,597,893 +7.0％ 4,560,000 △0.8％

北米(千円) 2,118,232 2,805,697  +32.5％ 2,850,000  +1.6％

その他(千円) 474,689 450,593 △5.1％ 430,000 △4.6％

営業利益(千円) 1,206,683 2,008,599  +66.5％ 1,930,000  △3.9％

＜利益率＞ 12.9％ 19.3％ +49.3％ 18.6％ △3.3％

経常利益(千円) 1,158,922 1,819,258 +57.0％ 1,880,000 +3.3％

＜利益率＞ 12.4％ 17.4％ +40.8％ 18.1％ +4.0％

税引前当期純利益(千円) 1,125,474 1,786,282 +58.7％ 1,850,000 +3.6％

＜利益率＞ 12.0％ 17.1％ +42.3％ 17.8％ +4.2％

当期純利益(千円) 673,886 1,065,527 +58.1％ 1,100,000 +3.2％

＜利益率＞ 7.2％ 10.2％ +41.8％ 10.6％ +3.8％

為替レート
US$= 107.36 116.51 +8.5％ 116.00 △0.4％

EUR= 137.16 143.11 +4.3％ 144.00 +0.6％

設備投資(千円) 399,092 663,538 +66.3％ 486,000 △26.8％

減価償却費(千円) 354,293 354,743 +0.1％ 430,000 +21.2％

研究開発費(千円) 85,044 80,986 △4.8％ 98,000 +21.0％

 (注) 平成19年９月期の業績予想数値は、当社グループが本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した

ものであり、実際の業績は当社グループを取り巻く様々な要因により異なる可能性があります。
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