
平成21年9月期 第3四半期決算短信 

平成21年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ＳＨＯＥＩ 上場取引所 東 

コード番号 7839 URL http://www.shoei.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 安河内 曠文

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 平野 明人 TEL 03-5688-5160
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21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 ％

21年9月期第3四半期 8,036 ― 1,027 ― 1,299 ― 822 ―

20年9月期第3四半期 11,151 11.8 2,930 35.7 2,892 43.9 1,810 52.6

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

21年9月期第3四半期 56.66 ―

20年9月期第3四半期 124.63 ―

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

21年9月期第3四半期 9,104 7,291 80.1 502.11
20年9月期 11,290 8,175 72.4 562.94

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  7,291百万円 20年9月期  8,175百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 76.00 76.00
21年9月期 ― 0.00 ―

21年9月期 
（予想）

30.00 30.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 10,500 △30.0 1,150 △68.1 1,440 59.2 880 △60.3 60.60



4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当期予想数値を変更しておりません。なお、上記予想に関する事項は３ページをご参照下さい。 
（株式分割に関するご注意） 
平成20年１月１日を効力発生日として当社普通株式１株につき２株の割合をもって分割致しました。その為、平成20年９月期第３四半期の１株当たり四 
半期純利益及び期中平均株式数は、期首に株式分割を行ったものとみなして記載しております。 
（四半期連結財務諸表） 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号） 及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基
準適用指針第14号） を適用しております。また、 「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 14,522,400株 20年9月期  14,522,400株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  46株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 14,522,372株 20年9月期第3四半期 14,522,400株



当第３四半期連結累計期間（以下、「当該期」と表示します。）における当社グループの業績は、第３四半期連

結会計期間（以下、「第３四半期」と表示します。）の海外販売が低迷したことにより、当該期の連結売上高は、

以下の通り8,036百万円（前年同期累計比27.9％減）となりました。 

特に第２四半期連結累計期間（以下、「前四半期」と表示します）に伸長した北米向け販売は、春需で期待した

ほどは上がらず流通在庫が増加しており、その反動と新製品投入前の買い控えから、一転大幅な売上減となりまし

た。また、欧州その他地域向け販売につきましては、前四半期同様の要因（経済後退の影響により販売が大幅に減

少したことに加え、急激な円高に伴い円建代理店の仕入単価が上昇）が継続しており、ヘルメットの販売が伸び悩

みました。 

反面、第３四半期の国内向け販売は、市況が悪化したにも係わらず前四半期後半に投入した新製品効果もあり、

堅調に推移致しました。 

＜販売地域別連結売上高＞                              （単位：百万円） 

利益については、第３四半期における海外子会社の各利益は順調に計上できましたが、単体ベースでは売上高が

損益分岐点を大幅に下回ったことから、営業利益、経常利益及び第３四半期純利益がマイナスとなりました。その

結果、当該期の各利益は、前四半期比微増に留まり、営業利益1,027百万円(前年同期累計比64.9%減)、経常利益

1,299百万円(同55.1％減)、第３四半期純利益822百万円(同54.5％減)となりました。    

また、第３四半期の売上における為替レート（以下、「売上レート」と表示します。）は、USドル＝97.75円（同

△6.77円）、ユーロ＝134.52円（同△29.24円）、実行レートはUSドル＝101.61円（売上レート比+3.86円）、ユー

ロ＝140.46円（同+5.94円）となりました。 

なお、前年同期累計比増減率は、参考として記載しております。   

  

①資産、負債及び総資産の分析 

（当該期の資産、負債及び総資産） 

（総資産） 

当該期末における総資産残高は、9,104百万円で、前連結会計年度末比2,185百万円減少しました。 

主な要因は、前期法人税等の支払及び配当金の支払等により現預金（長期性定期預金含む）が大幅に減少（2,166

百万円）したことによるものであります。 

（負債） 

当該期末における負債残高は、1,812百万円で、前連結会計年度末比1,302百万円減少しました。 

 主な要因は、買掛金が減少（240百万円）したことに加え、前期法人税の支払及び税金等調整前四半期純利益の減

少により未払法人税等が減少（878百万円）したことによるものであります。 

（純資産） 

当該期末における純資産残高は、7,291百万円で、前連結会計年度末比883百万円減少しました。 

主な要因は、利益剰余金が減少（280百万円）したことに加え、大幅な円高に伴い為替換算調整勘定が減少（566

百万円）したことによるものであります。  

平成21年９月期の通期の業績予想につきましては、平成21年７月28日に公表しました「平成21年９月期通期連結

業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」の数値から変更しておりません。なお、業績予想を見直す必

要が生じた場合は、速やかに開示する予定です。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

  国 内 海 外 欧 州 北 米 その他地域 合 計 

21年９月期第２四半期累計 

21年９月期第３四半期 

21年９月期第３四半期累計 

（前年同期累計比増減率） 

1,143 

602 

1,746 

(△13.0％) 

4,690 

1,600 

6,290 

(△31.2％) 

2,650

1,346 

3,997 

(△39.0％) 

1,700

175 

1,875

(△9.2％) 

339 

78 

417 

(△20.6％) 

5,834

2,202 

8,036 

(△27.9％) 

 (ご参考) 

前 年 同 期 累 計 実 績

 

2,005 9,145 6,553 2,065 

 

526 11,151 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準および評価方法の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で所有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっていました

が、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）により算定しています。この変更による影響は軽微であります。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更によ

る影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引にかかる会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。この変更による影響はありません。 

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,442,162 3,808,321

受取手形及び売掛金 1,480,870 1,876,030

商品及び製品 1,294,520 1,122,828

仕掛品 415,519 230,807

原材料及び貯蔵品 353,060 348,677

繰延税金資産 142,795 266,379

その他 609,605 433,139

貸倒引当金 △20,797 △25,653

流動資産合計 6,717,737 8,060,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,582,011 2,571,100

減価償却累計額 △1,674,916 △1,613,407

建物及び構築物（純額） 907,095 957,692

機械装置及び運搬具 1,639,640 1,574,754

減価償却累計額 △1,171,129 △1,069,419

機械装置及び運搬具（純額） 468,511 505,334

工具、器具及び備品 3,269,748 2,836,135

減価償却累計額 △2,843,475 △2,612,476

工具、器具及び備品（純額） 426,273 223,658

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 163,369 266,866

有形固定資産合計 2,193,508 2,181,811

無形固定資産   

ソフトウエア 67,447 84,135

その他 1,389 3,025

無形固定資産合計 68,836 87,160

投資その他の資産   

繰延税金資産 99,356 102,701

長期預金 － 800,000

その他 25,420 58,418

投資その他の資産合計 124,777 961,119

固定資産合計 2,387,121 3,230,091

資産合計 9,104,859 11,290,622



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 963,754 1,203,861

未払金 188,902 203,137

未払法人税等 22,656 901,243

賞与引当金 95,000 234,500

その他 301,584 314,934

流動負債合計 1,571,896 2,857,676

固定負債   

役員退職慰労引当金 157,221 191,949

退職給付引当金 78,422 57,133

その他 5,440 8,565

固定負債合計 241,083 257,649

負債合計 1,812,980 3,115,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,394,778 1,394,778

資本剰余金 391,621 391,621

利益剰余金 5,849,037 6,129,877

自己株式 △40 －

株主資本合計 7,635,397 7,916,277

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 5,125 41,314

為替換算調整勘定 △348,644 217,704

評価・換算差額等合計 △343,518 259,019

純資産合計 7,291,878 8,175,296

負債純資産合計 9,104,859 11,290,622



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,036,623

売上原価 5,003,227

売上総利益 3,033,395

販売費及び一般管理費 2,006,058

営業利益 1,027,337

営業外収益  

受取利息 15,388

為替差益 255,416

保険解約返戻金 28,558

その他 13,776

営業外収益合計 313,140

営業外費用  

売上割引 12,718

債権売却損 7,483

訴訟和解金 3,548

事務所移転費用 13,383

その他 3,459

営業外費用合計 40,592

経常利益 1,299,885

特別利益  

固定資産売却益 2,286

特別利益合計 2,286

特別損失  

固定資産除却損 2,826

ゴルフ会員権評価損 3,400

減損損失 1,635

特別損失合計 7,862

税金等調整前四半期純利益 1,294,308

法人税、住民税及び事業税 320,663

法人税等調整額 150,781

法人税等合計 471,445

四半期純利益 822,862



※ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

  る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規 

 則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間において、平成20年12月に1,103,702千円の剰余金の配当を行っております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

  

  

  

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  11,151

Ⅱ 売上原価  6,070

売上総利益  5,081

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,150

営業利益  2,930

Ⅳ 営業外収益  25

Ⅴ 営業外費用  63

経常利益  2,892

Ⅵ 特別利益  0

Ⅶ 特別損失  5

税金等調整前四半期純利益  2,886

税金費用  1,076

四半期純利益  1,810



(1) 生産実績 

当第３四半期連結累計期間における生産実績を品目別に示すと、次の通りであります。  

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当第３四半期連結累計期間における受注実績を品目別に示すと、次の通りであります。  

（注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

期別 

当第３四半期連結累計期間  

（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年６月30日） 

品目別 金額（百万円） 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  7,039 ― 

官需用ヘルメット  126 ― 

その他ヘルメット  0 ― 

その他  441 ― 

合計  7,608 ― 

期別 

当第３四半期連結累計期間  

（自 平成20年10月１日 

   至 平成21年６月30日）  

品目名 
受注金額
（百万円） 

前年同期比
(％) 

四半期末受注残高 
（百万円） 

前年同期比
(％) 

ヘルメット関連事業         

二輪乗車用ヘルメット  6,725 ―  1,146 ― 

官需用ヘルメット  86 ―  3 ― 

その他ヘルメット  0 ― ― ― 

その他  710 ―  140 ― 

合計  7,523 ―  1,290 ― 



(3) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を品目別に示すと、次の通りであります。  

（注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 主な相手先別の販売実績及び当該実績の総販売実績に対する割合 

（注） 金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

  

期別 

当第３四半期連結累計期間  

（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年６月30日） 

品目別 金額(百万円) 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  7,337 ― 

官需用ヘルメット  93 ― 

その他ヘルメット  0 ― 

その他  604 ― 

合計  8,036 ― 

相手先 

 当第３四半期連結累計期間  

（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年６月30日） 

品目別 金額（百万円） 割合（％） 

三菱商事㈱    1,873    23.3

HELMET HOUSE INC    1,712  21.3

岡田商事㈱  821    10.2
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