
平成21年9月期 決算短信 
平成21年11月12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
定時株主総会開催予定日 平成21年12月22日 配当支払開始予定日 平成21年12月24日

有価証券報告書提出予定日 平成21年12月24日

1.  21年9月期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 10,300 △31.3 1,047 △71.0 1,335 △62.2 837 △62.2

20年9月期 14,995 10.4 3,608 22.6 3,532 28.4 2,214 35.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年9月期 58.11 ― 11.2 13.5 10.2
20年9月期 152.47 ― 30.4 34.1 24.1

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  ―百万円 20年9月期  ―百万円

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 8,431 6,710 79.6 487.24
20年9月期 11,290 8,175 72.4 562.94

（参考） 自己資本   21年9月期  6,710百万円 20年9月期  8,175百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年9月期 364 107 △1,780 2,168
20年9月期 2,499 △1,128 △486 3,808

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年9月期 ― 0.00 ― 76.00 76.00 1,103 49.8 15.1
21年9月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 413 51.6 5.6

22年9月期 
（予想）

― 0.00 ― 34.00 34.00 49.8

3.  22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

5,580 △4.4 700 △21.8 690 △41.6 440 △40.3 31.94

通期 11,280 9.5 1,470 40.3 1,460 9.3 940 12.3 68.25



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  750,064株 20年9月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年9月期の個別業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 8,969 △24.6 331 △85.4 632 △71.1 381 △70.6

20年9月期 11,902 2.4 2,266 3.0 2,189 9.0 1,296 10.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年9月期 26.49 ―

20年9月期 89.25 ―

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 5,679 4,475 78.8 324.93
20年9月期 7,816 5,905 75.6 406.66

（参考） 自己資本 21年9月期  4,475百万円 20年9月期  5,905百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。 
なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、３ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
２．自己株式の取得により、平成21年９月期の期中平均株式数は14,405,243株となりました。１ページ記載の配当性向は、期中平均株式数により算出して
おりますが、期末の配当金は、５ページ記載の通り、自己株式を除く期末の発行済株式総数13,772,336株により算出しております。 



(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度（以下、「当期」と表示します。）の当社グループが製造販売する高品質・高付加価値の二輪乗

車用ヘルメット（以下、「プレミアムヘルメット」と表示します。）業界は、リーマンブラザースの破綻を契機に

世界レベルの景気低迷を受け、国内においては、プレミアムヘルメットユーザーの多い中・大型二輪車の販売が、

車種によって差があるものの前期比で３割～半減したことから、プレミアムヘルメットの販売にも大幅な影響が生

じました。 

欧州市場では、前期後半からの欧州経済後退の影響により、国毎に差があるものの、特にドイツ、スペイン、北

欧等の景気低迷が長引いていることもあり、欧州全域のヘルメット販売が通期に亘って大幅に減少致しました。 

北米市場では、特にアメリカ市場において、ＧＭ、クライスラーの破綻並びに失業率の大幅上昇等から、急激な

景気後退が発生しヘルメットの販売にもブレーキがかかりました。 

また、その他地域の販売は、通貨安の影響もあり、前期好調に推移した豪州、ブラジル等資源国市場においても

大幅に減少致しました。 

当期における当社グループの業績は、国内外を通じた積極的な新製品投入による効果もありましたが、景気悪化

による市場低迷及び新製品投入前の買い控えに伴う流通在庫の圧縮、大幅な円高に伴う海外円建代理店の購買力低

下並びに連結子会社への為替影響等、様々な売上高減少要因があり、売上高は10,300百万円（前期比31.3％減）と

大きく減少致しました。また、従来より原価低減の努力を続けておりますが、営業利益は売上利益率10.2％の1,047

百万円(同71.0％減)となりました。但し、前期からの為替予約により差益効果が発生し、経常利益は売上利益率

13.0％の1,335百万円(同62.2％減)、税金等調整前当期純利益は1,343百万円(同61.9％減)、当期純利益は837百万円

(同62.2％減)を確保する事が出来ました。 

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

① 日本 

日本におきましては、国内及び海外向けともに製品販売が大幅に減少し、売上高は6,689百万円（前期比25.5％

減）となりました。また、営業利益は、生産調整を含めた工場の稼働低下が影響し811百万円（同70.4％減）と大

幅に減少しました。 

② 欧州 

欧州におきましては、直販連結子会社２社の販売が減少したこと並びにユーロ安なったことから、売上高は

3,489百万円（前期比40.3％減）となりました。また、営業利益も575百万円（同55.9％減）となりました。 

③ 北米 

シールド販売が減少したこと並びにドル安となったことから売上高は120百万円（前期比31.4％減）、営業利益

は34百万円（同32.0％減）となりました。 

（次期の見通し） 

平成22年９月期（以下、「次期」と表示します。）の業績につきましては、当期後半に投入した海外向け主力製品

の販売効果が通期で期待できる上、次期においても既存製品のフルモデルチェンジを予定していることから、当期の

落ち込みを充分にカバーできる見通しであります。 

通期の為替レートは、USドル＝90.00円（当期比△3.84円）、ユーロ＝135.00円（同＋5.74円）を想定しており、現

時点における通期業績は売上高が11,280百万円（当期比9.5％増）となる見通しであります。 

ただ、欧米におきましては、現在の受注状況は好転しておりますが、流通在庫の適正化に若干時間を要しており、

当期後半投入の新製品効果は第２四半期以降となる見通しで、上期の業績に影響するものと見ております。 

また、次期は従来にも増して投資対効果、費用対効果を実践し、経費等の削減に努めて参る所存であり、営業利益

は1,470百万円（同40.3％増）と大幅に増加する見通しでありますが、当期計上した多額の為替差益が期待できず、経

常利益は1,460百万円（同9.3％増）、当期純利益は940百万円（同12.3％増）になる見通しであります。 

なお、期首においてユーロのみ次期所要量の２／３相当にあたるEUR8,600,000（平均予約レート135.65円）の為替

予約が完了しておりますので、USドルの為替変動により業績が左右される見込み（為替感応度１円当たり約20百万

円）であります。 

１．経営成績

    



販売地域別の売上高は次の通りであります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び総資産の分析 

（総資産） 

当連結会計年度末における総資産残高は8,431百万円で、前期末比2,858百万円減少致しました。 

主な要因は、たな卸資産が増加（377百万円）したにも係わらず、長期預金も含めた現金及び預金が減少（2,439百

万円）し、売掛金が減少（733百万円）したことによるものであります。 

（負債） 

当連結会計年度末における負債残高は1,721百万円で、前期末比1,393百万円減少致しました。 

主な要因は、買掛金の減少（441百万円）及び未払法人税等の減少（836百万円）によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産残高は6,710百万円で、前期末比1,464百万円減少致しました。 

主な要因は、自己株式取得に伴う純資産の減少（677百万円）、利益剰余金の減少（266百万円）及び為替変動に伴

う為替換算調整勘定の減少（489百万円）によるものであります。 

（次期の見通し） 

 次期末の総資産は当期末比で682百万円増加し9,114百万円に、負債は155百万円増加し1,876百万円に、純資産は

526百万円増加し7,237百万円になる見通しであります。 

 ② キャッシュ・フローの分析 

（当期のキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」と表示します。）は、前期末比1,639百万円減少

し、2,168百万円（前期比43.1％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は364百万円（同85.4％減）となりました。 

主な要因は、税金等調整前当期純利益により2,185百万円資金が減少したことと、その他の要因として、減価償却費

による資金の増加730百万円、売上債権の減少による資金の増加544百万円などにより資金が増加したこと及び仕入

債務の減少による資金の減少284百万円、たな卸資産の増加による資金の減少539百万円、法人税等の支払による資

金の減少1,241百万円などにより資金が減少したことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、資金が107百万円（同 ）増加致しました。 

主な要因は、生産設備の維持・増強のための有形固定資産の取得による資金の減少730百万円と定期預金の純減に伴

う資金の増加800百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は1,780百万円（同266.3％増）となりました。 

この要因は、配当金の支払による資金の減少1,101百万円と自己株式取得による資金の減少678百万円によるもので

す。 

  （単位：百万円、％）

販売地域 平成20年９月期 
（実績） 

  
平成21年９月期 

（実績） 
平成22年９月期 

（予想） 

  

構成比 構成比 前期比 構成比 当期比

国内  2,469  16.5  2,127  20.7  86.2  2,300  20.4  108.1

欧州  9,076  60.5  5,385  52.3  59.3  6,160  54.6  114.4

北米  2,693  18.0  2,204  21.4  81.8  2,180  19.3  98.9

その他  756  5.0  583  5.7  77.1  640  5.7  109.8

合計  14,995  100.0  10,300  100.0  68.7  11,280  100.0  109.5

―



（次期の見通し） 

次期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは2,118百万円に、投資活動によるキャッシ

ュ・フローは△450百万円に、財務活動によるキャッシュ・フローは△413百万円になる見通しであり、期末の資金

残高は、当期末比で1,254百万円増加し3,422百万円になる見通しであります。 

 ③ キャッシュ・フロー指標の推移 

 （注）１ 各指標は連結ベースの財務数値により算出しております。 

      ・自己資本比率：自己資本／総資産 

      ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

      ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

    ２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）によって算出しております。 

３ 「インタレスト・カバレッジ・レシオ」の算出に当たり、利払いは、キャッシュ・フロー計算書の「利息

の支払額」を使用しております。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けており、配当性向を重視した「業績に対応した成

果の配分」を行うことを基本方針としており、財務体質及び経営基盤強化のため株主資本を充実するとともに、連結

配当性向50％を目処とした期末配当を実施する所存であり、現状では、期末配当以外の利益配分は考えておりませ

ん。 

上記基本方針に則り、期末配当金は１株につき30円（前期比46円減）とさせていただく予定であります。 

また、内部留保資金の使途につきましては、中長期的視野に立って、新製品開発のための研究開発及び設備投資の

ために振り向けるとともに今後の事業展開の備えとする考えであります。 

平成22年９月期の配当金につきましては、連結配当性向50％を継続していく所存であり、１株につき34円（４円増

配）を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項については、以下のようなものが

あります。 

① 三菱商事株式会社との取引について 

 当社は、三菱商事株式会社とヘルメットの輸出取引に関する基本契約を締結しており、同社の商社金融機能を活

用し円滑な輸出業務を行っております。 

 平成15年４月以降は、北米以外の輸出取引に限り同社を経由して行っており、 近３年間の当社の単体売上高に

占める同社への販売実績の割合は、平成19年９月期50.8％、平成20年９月期56.2％及び21年９月期50.6％となって

おります。また、同社経由の輸出には当社海外連結子会社であるSHOEI DISTRIBUTION GMBH、SHOEI EUROPE 

DISTRIBUTION SARLへの売上が含まれているため、当社の連結売上高に占める同社への販売実績の割合は平成19年

９月期23.0％、平成20年９月期26.1％及び平成21年９月期23.8％となっております。 

  平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

自己資本比率（％）  66.6  68.1  72.4  79.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 237.0  224.9  168.1  160.2

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年） 
 ―  ―  ―  ―

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
 407.6  1,829.2  3,938.9  671.9



② 当社の製品について 

ａ．当社製品の市場について 

 当社の生産する二輪乗車用ヘルメットは、高品質で、安全性・ファッション性等における付加価値の高い「プ

レミアムヘルメット」で、一般の二輪乗車用ヘルメットと比較すると高価な製品であります。 

 「プレミアムヘルメット」のユーザーは、主にレジャー目的で二輪車を運転する二輪車愛好家が中心となって

いることから、一般の二輪乗車用ヘルメットとはユーザー層が異なり、その市場は世界でも比較的所得水準が高

い日米欧が中心となっております。 

 また、当社と同様「プレミアムヘルメット」を製造販売しているメーカーは国内外においても数社であり、

「プレミアムヘルメット」市場ではこの数社の製品が受入れられております。 

 今後、当社製品と同等の品質・安全性・ファッション性等を兼ね備えた廉価製品が市場で受入れられるように

なり、「プレミアムヘルメット」の市場シェアが低下していった場合、当社グループの経営成績はその影響を受

ける可能性があります。なお、現在のところその傾向は無く、当社製品の市場規模は徐々に増加しております。

ｂ．当社製品に対する法的規制等について 

 二輪乗車用ヘルメットの販売を行うには、世界各国における法的規制及び安全規格が存在しており、法的規制

としては、日本では消費生活用製品安全法、北米では自動車関係規格FMVSS

（Federal Motor Vehicle Safety Standards）No.218、欧州では国連ヨーロッパ経済委員会のRegulation’22等

があり、また、安全規格としては日本ではJIS規格、北米ではSNELL規格等があります。 

 当社グループの主な販売地域における法的規制及び安全規格は下表の通りであります。 

 当社の生産する二輪乗車用ヘルメットは、上記の他それぞれの販売地域における法的規制及び安全規格を満た

しておりますが、今後新たな法律の制定や法改正並びに新たな安全規格の制定や既存の安全規格の変更等が行わ

れ、当社の対応が遅れた場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  地域 名称（所轄官庁等） 内容 備考

法的 

規制 

日本 
消費生活用製品安全法 

（経済産業省） 

乗車用ヘルメットは、消費生活用製品安全法の特

定製品に指定されており、国の定める基準に適合

したことの旨を示す「安全マーク」を貼付しなけ

れば販売できない（第４条）。 

PSC 

マーク 

北米 

自動車関係規格FMVSS 

（Federal Motor Vehicle  

Safety Standards）No.218 

（アメリカ運輸省） 

連邦自動車関係規格FMVS（Federal Motor Vehicle 

Safety Standards）のNo.218規格に適合したヘル

メットを着用することが、ほとんどの州で義務付

けられている。 

DOT 

マーク 

欧州 

Regulation’22 

「ECE R22/05規格」 

（国連ヨーロッパ委員会） 

ECE（国連ヨーロッパ経済委員会）の

Regulation’22に適合したことを示す「Eマーク」

を貼付しなければ、ヨーロッパの批准各国（イギ

リス、フランス等30数カ国）への出荷が出来な

い。 

Eマーク 

安全 

規格 

日本 
JIS規格 

（経済産業省） 

工業標準化法により、国の登録を受けた第三者認

証機関（「登録認証機関」という）より認証を受

けた製造事業者等に、JISマークの表示が認められ

る。 

任意規格 

北米 

SNELL規格 

（アメリカ； 

スネル記念財団） 

レース用ヘルメットの規格として制定された規格

で、この規格をFIM（国際モーターサイクリスト連

盟）が公認している。 

事実上、レース用ヘルメットの国際規格となって

いるヘルメットに関しては一番厳格な規格。 

任意規格 



ｃ．製造物責任（以下、「PL」と表示します。）について 

 当社グループの主な販売地域には、製品の欠陥によっては生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者

が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律があり、当社の生産する二輪乗車用ヘルメットに関

しても、PL案件がアメリカを中心に発生しております。 

 近５年間のPL案件の発生件数は下表の通りであります。 

 当社は当該損害賠償請求に備えて、損害保険会社とPL保険契約を締結し、損害の補填と、交渉の代行を委託し

ております。当該保険は、万一敗訴の場合の損害賠償金の他、交渉のための弁護士費用や、和解による出費等も

保険の対象となっております。 

 なお、PL保険契約の内、海外を対象とする保険契約については、保険料の支払い方法が、契約時に支払う保険

料は暫定額（＝ 低保険料）として、保険期間満了後の一定の時期に当該保険の損害率によって保険料を確定さ

せ、保険金額までは 大保険料の範囲内で、保険料の追加払いも含めて清算を行う方式となっております。 

 従いまして、PL案件の交渉の進展状況によっては、追加保険料の支払い並びに保険金額以上の支払いが発生し

た場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。なお、当社単体の販売費及び一般管理費に

占めるPL保険料を含む保険料については、平成19年９月期は137,577千円、平成20年９月期は160,315千円及び平

成21年９月期は99,945千円であります。 

③ 海外売上高について 

 当社グループでは海外における営業展開を積極的に行ってきた結果、連結売上高に占める海外売上高の比率は、

平成19年９月期81.1％、平成20年９月期83.5％及び平成21年９月期79.3％となっております。 

 当社グループは先物為替予約を行うこと等により為替リスクの軽減に努めておりますが、為替相場が大きく変動

した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

  
期中の発生件数 期末の未解決件数 

アメリカ(件) 欧州(件) 日本(件) アメリカ(件) 欧州(件) 日本(件)

平成17年９月期 ３ ― ― ４ ― ― 

平成18年９月期 ３ １ ― ６ １ ― 

平成19年９月期 ２ ３ ― ５ ３ ― 

平成20年９月期 ２ ― ― ７ ― ― 

平成21年９月期 ４ ― ― ８ ― ― 



  

 
（注）１ 連結子会社・SHOEI DISTRIBUTION GMBHはドイツ及び周辺諸国の代理店であります。 

連結子会社・SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARLはフランス・ベネルクス及び周辺諸国の代理店であります。

２ 連結子会社・SHOEI（EUROPA）GMBHは欧州地域の代理店管理及びマーケティングを行っております。 

連結子会社・SHOEI SAFETY HELMET CORPORATIONは北米地域の代理店管理及びマーケティングを行っており

ます。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

当社は、以下の経営方針を掲げ、Quality＆Valueをビジネスコンセプトに、安全性、快適性、ファッション性等に

優れた高品質で、高付加価値のプレミアムヘルメットの製造販売に特化致しております。また、当社の製造する二輪

乗車用ヘルメットは、Made In Japanであり、業界で唯一トヨタ生産システムを取り入れ、確実なコスト管理を実施

するとともに、「カイゼンは永遠にして無限」の考えで、日々コストの低減に取り組んでおります。 

★世界一の品質 

★世界一のコスト競争力 

★世界一楽しい会社 

また、当社グループの事業戦略は、以下の「商品戦略」、「生産戦略」、「市場戦略」を融合させた三位一体の事

業展開にあり、顧客満足度の提供に軸足を置き、株主及び役職員の満足度を高める所存であります。 

① 商品戦略 

高品質、高付加価値商品に特化し、集中的に経営資源を投入し収益拡大を図る。 

② 生産戦略 

高度な技術や、ノウハウをブラックボックス化する情報管理を強化し、優位性を盤石にする。 

③ 市場戦略 

成長する欧米市場をターゲットに販売体制を再構築し、プレミアムヘルメット市場での世界中全ての国々でトッ

プシェアを目指す。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループと致しましては、総資産の圧縮及び利益率の維持向上を図ることによって、株主から出資いただいた

資金のより一層の効率的運用を目指しております。その観点から、自己資本当期純利益率（ROE）、総資産当期純利

益率（ROA）を重要な経営指標と捉えており、それらに加えて総資産経常利益率、自己資本比率という２つの財務比

率を意識した経営を行っております。 

その上で、株主価値の常時上昇を図るとともに、前述の配当政策にもありますように、配当性向を重視した株主還

元を実施してまいる所存であります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、顧客満足度の追求とプレミアムヘルメット市場における世界中全ての国々でのトップシェア獲得

を経営戦略の柱としております。 

従いまして、前述の「商品戦略」、「生産戦略」、「市場戦略」の実施により、高い収益性を安定させ、且つ継続

して実現することを目指して努力してまいる所存であります。 

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループの今後の課題については、従来同様、以下の４点を重要課題として取り組んでおります。 

① コスト削減 

 原油、素材市況の高騰による影響がないわけではありませんが、原材料、部品の共通化並びに生産の効率化及び

平準化による製造原価の低減を徹底してまいります。 

② 為替対策 

外貨建ての販売高が売上高の過半を占めておりますので、為替相場の変動は、当社グループの主要な業績変動要

因となっております。 

将来の為替相場を常に的確に予想することは極めて困難でありますので、当社グループと致しましては為替予約

等を活用することによって、為替リスクの極小化を図ってまいりたいと考えております。 

③ PL案件 

業績変動要因の一つとして、製造物責任法に基づく損害賠償請求案件（PL案件）があげられ、当社グループと致

しましてはリスク・ヘッジのためにPL保険を付保しております。 

④ 特許の侵害 

当社と致しましては、プレミアムヘルメットとしての機能性、技術力、品質を活かした製品の提供を行っており

ますが、競合他社の当社特許侵害は後を絶たず、当社製品の販売に少なからず影響を及ぼしております。今後も状

況によっては、特許侵害訴訟を提訴する等、コピー商品の排除に努めてまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載の通りであります。  

３．経営方針



(6）その他、会社の経営上重要な事項 

特記すべき事項はありません。 

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,808,321 2,168,682

受取手形及び売掛金 1,876,030 1,142,365

たな卸資産 1,702,313 －

商品及び製品 － 1,363,741

仕掛品 － 336,543

原材料及び貯蔵品 － 379,841

繰延税金資産 266,379 201,027

その他 433,139 511,772

貸倒引当金 △25,653 △7,555

流動資産合計 8,060,531 6,096,420

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,571,100 2,608,726

減価償却累計額 △1,613,407 △1,679,988

建物及び構築物（純額） 957,692 928,737

機械装置及び運搬具 1,574,754 1,656,860

減価償却累計額 △1,069,419 △1,207,013

機械装置及び運搬具（純額） 505,334 449,846

工具、器具及び備品 2,836,135 3,360,863

減価償却累計額 △2,612,476 △2,939,086

工具、器具及び備品（純額） 223,658 421,776

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 266,866 108,149

有形固定資産合計 2,181,811 2,136,769

無形固定資産 87,160 66,984

投資その他の資産   

繰延税金資産 102,701 97,005

長期預金 800,000 －

その他 58,418 34,688

投資その他の資産合計 961,119 131,693

固定資産合計 3,230,091 2,335,447

資産合計 11,290,622 8,431,868



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,203,861 762,393

未払金 203,137 192,183

未払法人税等 901,243 64,539

賞与引当金 234,500 238,200

その他 314,934 215,636

流動負債合計 2,857,676 1,472,953

固定負債   

役員退職慰労引当金 191,949 162,480

退職給付引当金 57,133 81,251

その他 8,565 4,661

固定負債合計 257,649 248,393

負債合計 3,115,326 1,721,347

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 6,129,877 5,863,351

自己株式 － △677,308

株主資本合計 7,916,277 6,972,442

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 41,314 10,028

為替換算調整勘定 217,704 △271,950

評価・換算差額等合計 259,019 △261,922

純資産合計 8,175,296 6,710,520

負債純資産合計 11,290,622 8,431,868



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,995,286 10,300,007

売上原価 8,214,012 6,526,712

売上総利益 6,781,273 3,773,294

販売費及び一般管理費   

販売手数料 21,845 15,594

荷造運搬費 221,558 202,258

広告宣伝費 804,624 609,601

貸倒引当金繰入額 2,670 －

役員報酬 123,301 117,263

給料及び賞与 588,922 578,483

賞与引当金繰入額 29,400 29,300

退職給付費用 13,507 15,396

役員退職慰労引当金繰入額 26,240 22,487

保険料 219,005 140,890

減価償却費 81,558 68,442

支払手数料 339,576 304,975

その他 700,983 621,037

販売費及び一般管理費合計 3,173,195 2,725,730

営業利益 3,608,078 1,047,564

営業外収益   

受取利息 15,328 18,309

仕入割引 369 197

為替差益 － 282,361

保険解約返戻金 － 28,558

還付消費税等 5,437 401

雑収入 10,104 17,217

営業外収益合計 31,239 347,045

営業外費用   

支払利息 634 541

売上割引 32,022 15,890

為替差損 32,218 －

債権売却損 18,292 7,702

支払補償費 10,000 －

訴訟和解金 － 3,548

事務所移転費用 － 20,031

雑損失 13,387 10,915

営業外費用合計 106,555 58,629

経常利益 3,532,762 1,335,980



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 190 2,381

貸倒引当金戻入額 13,090 18,103

特別利益合計 13,281 20,485

特別損失   

固定資産売却損 327 －

固定資産除却損 14,747 7,988

ゴルフ会員権評価損 － 3,400

減損損失 1,840 1,785

特別損失合計 16,915 13,174

税金等調整前当期純利益 3,529,128 1,343,291

法人税、住民税及び事業税 1,351,574 414,475

法人税等調整額 △36,758 91,640

法人税等合計 1,314,816 506,115

当期純利益 2,214,312 837,176



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,394,778 1,394,778

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,394,778 1,394,778

資本剰余金   

前期末残高 391,621 391,621

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 391,621 391,621

利益剰余金   

前期末残高 4,402,065 6,129,877

当期変動額   

剰余金の配当 △486,500 △1,103,702

当期純利益 2,214,312 837,176

当期変動額合計 1,727,812 △266,526

当期末残高 6,129,877 5,863,351

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △677,308

当期変動額合計 － △677,308

当期末残高 － △677,308

株主資本合計   

前期末残高 6,188,464 7,916,277

当期変動額   

剰余金の配当 △486,500 △1,103,702

当期純利益 2,214,312 837,176

自己株式の取得 － △677,308

当期変動額合計 1,727,812 △943,834

当期末残高 7,916,277 6,972,442



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,444 41,314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,759 △31,285

当期変動額合計 43,759 △31,285

当期末残高 41,314 10,028

為替換算調整勘定   

前期末残高 227,599 217,704

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,894 △489,655

当期変動額合計 △9,894 △489,655

当期末残高 217,704 △271,950

評価・換算差額等合計   

前期末残高 225,154 259,019

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,864 △520,941

当期変動額合計 33,864 △520,941

当期末残高 259,019 △261,922

純資産合計   

前期末残高 6,413,619 8,175,296

当期変動額   

剰余金の配当 △486,500 △1,103,702

当期純利益 2,214,312 837,176

自己株式の取得 － △677,308

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,864 △520,941

当期変動額合計 1,761,677 △1,464,776

当期末残高 8,175,296 6,710,520



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,529,128 1,343,291

減価償却費 495,435 730,598

保険解約損益（△は益） － △28,558

前払年金費用の増減額（△は増加） 15,661 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,736 △13,127

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,800 3,700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,743 △29,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,397 24,117

受取利息及び受取配当金 △15,328 △18,309

支払利息 634 541

為替差損益（△は益） △33,595 △31,247

固定資産除却損 14,747 7,988

固定資産売却損益（△は益） 136 △2,381

減損損失 1,840 1,785

ゴルフ会員権評価損 － 3,400

売上債権の増減額（△は増加） △100,860 544,280

たな卸資産の増減額（△は増加） △176,212 △539,997

仕入債務の増減額（△は減少） △193,126 △284,765

その他の流動資産の増減額（△は増加） 32,448 △86,882

その他の流動負債の増減額（△は減少） △41,019 △26,653

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,415 △3,904

その他 90 △6,970

小計 3,574,769 1,587,435

利息及び配当金の受取額 15,328 18,309

利息の支払額 △634 △541

法人税等の支払額 △1,089,745 △1,241,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,499,717 364,164

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △900,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 700,000 1,300,000

有形固定資産の取得による支出 △895,642 △730,006

有形固定資産の売却による収入 489 2,507

無形固定資産の取得による支出 △33,216 △11,861

保険積立金の解約による収入 － 56,936

その他 △351 △9,970

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,128,721 107,606

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △678,520

配当金の支払額 △486,041 △1,101,858

財務活動によるキャッシュ・フロー △486,041 △1,780,378

現金及び現金同等物に係る換算差額 28,776 △331,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 913,731 △1,639,638

現金及び現金同等物の期首残高 2,894,590 3,808,321

現金及び現金同等物の期末残高 3,808,321 2,168,682



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

全ての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

SHOEI SAFETY HELMET CORPORATION 

SHOEI (EUROPA) GMBH 

SHOEI DISTRIBUTION GMBH 

SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 全ての連結子会社の決算日は６月30日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、決算日の差異が３

ヶ月を超えないため、連結子会社の事業年度に係る財務

諸表を基礎として連結しておりますが、連結決算日との

間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行

っております。 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

３ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

３ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 棚卸資産 

ａ 商品、製品 

 当社は総平均法による原価法を採用しており、

在外連結子会社は主に移動平均法による低価法に

よっております。 

① 棚卸資産 

ａ 商品、製品 

 当社は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）により算定しております。在外連結子会社

は主に移動平均法による低価法によっておりま

す。 

ｂ 原材料、仕掛品 

 総平均法による原価法によっております。 

ｂ 仕掛品、原材料 

 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）

により算定しております。 

② デリバティブ 

 時価法によっております。 

② デリバティブ 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社 

建物（附属設備を除く） 

・平成10年３月31日以前に取得したもの 

法人税法に規定する旧定率法 

・平成10年４月１日から平成19年３月31日までに

取得したもの 

法人税法に規定する旧定額法 

・平成19年４月１日以降に取得したもの 

法人税法に規定する定額法 

建物以外 

・平成19年３月31日以前に取得したもの 

法人税法に規定する旧定率法 

・平成19年４月１日以降に取得したもの 

法人税法に規定する定率法 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社 

同左 



前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

（追加情報） 

 平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日政令第83号））に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却しておりま

す。 

（追加情報） 

────────── 

 なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

 また、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

  

在外連結子会社 

当該国の規定に基づく定額法 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物    ２年～45年 

機械装置及び運搬具  ２年～11年 

工具、器具及び備品  ２年～20年 

在外連結子会社 

同左 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物    ７年～45年 

機械装置及び運搬具  ４年～８年 

工具、器具及び備品  ２年～６年 

② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用）については、社

内における利用可能期間（５年）による定額法によ

っております。 

② 無形固定資産 

同左 

③ 長期前払費用 

定額法によっております。 

③ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は一

般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権等に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

 また、在外連結子会社については、個別債権の回

収可能性を勘案した所要見積額を計上しておりま

す。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、当社は支給見込

金額の当連結会計年度負担額を計上しております。

② 賞与引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当社は当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異については、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、翌連結会計年度から費用

処理する方法を採用しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 



前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 過去勤務債務については、その発生時における 

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 

年）による定額法により、発生連結会計年度から費

用処理する方法を採用しております。 

  

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社は内

規に基づく期末要支給額を計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収

益及び費用は、子会社の決算日における直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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によって

おります。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が平成20年９月30日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

(6）重要なヘッジ会計の方針 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

(6）重要なヘッジ会計の方針 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：売掛金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 外貨建資産、負債の保有に係る為替変動リスクの

低減のため、「リスク管理方針」に基づくリスク極

度額以内でヘッジ取引を実行しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 時価との比較分析により、中間連結決算日及び連

結決算日にその有効性評価を行っております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 時価との比較分析により、第２四半期連結決算日

及び連結決算日にその有効性評価を行っておりま

す。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価は、全面時価評価法

によっております。 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び容易に換

金可能であり、且つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い短期的投資であります。 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

────────── (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 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、当連結会計年度より、「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。 

(2) 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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いましたが、当連結会計年度より、「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））を適用し、通常の売買取引に係る会計処

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。 

(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 

 当連結会計年度より、「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。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

──────────   「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ1,122,828

千円、230,807千円、348,677千円であります。 



（開示の省略） 

  リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計に関する注記については、決算短信に 

 おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、乗車用ヘルメットの製造販売を主たる事業と

した「ヘルメット関連事業」を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

（注）１ 地域の区分は地理的接近度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州……ドイツ、フランス 

(2）北米……アメリカ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（472,326千円）の主なものは、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,708,412千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「３．会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載の通り、当社は、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した固

定資産については、減価償却により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却しております。なお、この変更による所在地別セグ

メントに与える影響は軽微であります。 

注記事項

連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
欧州

（千円） 
北米

（千円） 
計（千円）

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  8,975,577  5,843,741  175,967  14,995,286  ―  14,995,286

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,926,866  180,755  213,287  3,320,909 (3,320,909)  ―

計  11,902,444  6,024,496  389,255  18,316,196 (3,320,909)  14,995,286

営業費用  9,163,348  4,717,936  338,867  14,220,152 (2,832,944)  11,387,207

営業利益  2,739,095  1,306,560  50,387  4,096,043 (487,964)  3,608,078

Ⅱ 資産  5,211,346  3,698,852  251,776  9,161,975  2,128,647  11,290,622



当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 地域の区分は地理的接近度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州……ドイツ、フランス 

(2）北米……アメリカ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（480,856千円）の主なものは、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（392,757千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金及び管理部門に係る資産等であります。 

前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

（注）１ 地域の区分は地理的接近度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州………………ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン 

(2）北米………………アメリカ、カナダ 

(3）その他の地域……オーストラリア、中南米、アジア 

  
日本 

（千円） 
欧州

（千円） 
北米

（千円） 
計（千円）

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  6,689,745  3,489,495  120,766  10,300,007  ―  10,300,007

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,279,847  163,811  180,860  2,624,519 (2,624,519)  ―

計  8,969,593  3,653,306  301,626  12,924,526 (2,624,519)  10,300,007

営業費用  8,157,637  3,077,492  267,349  11,502,479 (2,250,037)  9,252,442

営業利益  811,955  575,813  34,277  1,422,046 (374,482)  1,047,564

Ⅱ 資産  5,347,453  2,995,912  234,040  8,577,406  (145,538)  8,431,868

ｃ．海外売上高

  欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  9,076,664  2,693,388  756,117  12,526,170

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  ―  14,995,286

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 60.5  18.0  5.0  83.5



当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 地域の区分は地理的接近度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州………………ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン 

(2）北米………………アメリカ、カナダ 

(3）その他の地域……オーストラリア、中南米、アジア 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

   該当事項はありません。 

  欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,385,010  2,204,172  583,125  8,172,308

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  ―  10,300,007

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 52.3  21.4  5.6  79.3

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり純資産額 562円94銭 487円24銭 

１株当たり当期純利益 152円47銭 58円11銭 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

  

 当社は、平成20年１月１日付で普

通株式１株につき２株の割合をもっ

て株式分割を行っております。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度に

おける１株当たり情報は、以下の通

りであります。 

  

  

  

前連結会計年度  

１株当たり純資産額   

円 441.63

１株当たり当期純利益 

円 112.30

  
  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

連結損益計算書上の当期純利益（千円）  2,214,312  837,176

普通株式に係る当期純利益（千円）  2,214,312  837,176

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式の期中平均株式数（千株）  14,522  14,405

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,865,097 382,297

売掛金 997,450 842,010

製品 588,958 －

商品及び製品 － 793,623

仕掛品 230,807 336,543

原材料 348,677 －

原材料及び貯蔵品 － 379,841

未収入金 164,458 123,736

未収還付法人税等 － 78,334

前払費用 36,499 63,224

繰延税金資産 146,195 131,547

為替予約 82,114 38,516

その他 777 51,746

流動資産合計 4,461,037 3,221,421

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,168,685 2,230,040

減価償却累計額 △1,317,531 △1,390,919

建物（純額） 851,153 839,120

構築物 356,910 358,202

減価償却累計額 △257,324 △270,813

構築物（純額） 99,586 87,389

機械及び装置 1,430,649 1,508,367

減価償却累計額 △969,361 △1,102,470

機械及び装置（純額） 461,288 405,897

車両運搬具 111,470 108,371

減価償却累計額 △74,832 △88,700

車両運搬具（純額） 36,638 19,671

工具、器具及び備品 2,725,257 3,266,202

減価償却累計額 △2,532,398 △2,864,240

工具、器具及び備品（純額） 192,859 401,962

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 266,866 108,149

有形固定資産合計 2,136,651 2,090,450

無形固定資産   

ソフトウエア 79,750 63,086

その他 3,025 1,239

無形固定資産合計 82,776 64,325



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

投資その他の資産   

関係会社株式 16,108 16,108

関係会社出資金 162,693 162,693

長期前払費用 2,812 7,424

繰延税金資産 102,701 97,005

長期預金 800,000 －

その他 51,807 19,946

投資その他の資産合計 1,136,122 303,178

固定資産合計 3,355,550 2,457,954

資産合計 7,816,587 5,679,376

負債の部   

流動負債   

買掛金 467,215 381,990

未払金 287,605 235,396

設備関係未払金 86,661 27,993

未払費用 60,401 60,727

未払法人税等 486,860 －

未払消費税等 15,387 －

前受金 211 144

預り金 11,952 11,421

賞与引当金 234,500 238,200

その他 2,432 36

流動負債合計 1,653,228 955,910

固定負債   

役員退職慰労引当金 191,949 162,480

退職給付引当金 57,133 81,251

その他 8,565 4,661

固定負債合計 257,649 248,393

負債合計 1,910,878 1,204,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,394,778 1,394,778

資本剰余金   

資本準備金 391,621 391,621

資本剰余金合計 391,621 391,621

利益剰余金   

利益準備金 29,500 29,500

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,048,494 3,326,452

利益剰余金合計 4,077,994 3,355,952



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

自己株式 － △677,308

株主資本合計 5,864,394 4,465,043

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 41,314 10,028

評価・換算差額等合計 41,314 10,028

純資産合計 5,905,709 4,475,072

負債純資産合計 7,816,587 5,679,376



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

製品売上高 11,884,773 8,962,894

その他の収益 17,670 6,698

売上高合計 11,902,444 8,969,593

売上原価   

製品期首たな卸高 466,832 588,958

当期製品製造原価 7,692,634 7,015,276

合計 8,159,467 7,604,234

他勘定振替高 29,747 22,707

製品期末たな卸高 588,958 793,623

製品売上原価 7,540,761 6,787,903

売上総利益 4,361,683 2,181,689

販売費及び一般管理費   

販売手数料 180,755 120,346

荷造運搬費 123,817 100,895

広告宣伝費 522,699 441,826

役員報酬 103,662 106,033

給料及び賞与 260,166 288,280

賞与引当金繰入額 29,400 29,300

退職給付費用 13,507 15,396

役員退職慰労引当金繰入額 26,240 22,487

保険料 160,315 99,945

減価償却費 61,086 51,929

支払手数料 245,733 218,494

その他 367,529 355,652

販売費及び一般管理費合計 2,094,914 1,850,589

営業利益 2,266,768 331,099

営業外収益   

受取利息 13,111 12,157

仕入割引 369 197

為替差益 － 282,066

保険解約返戻金 － 28,558

還付消費税等 5,437 401

雑収入 8,676 10,976

営業外収益合計 27,594 334,358



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業外費用   

支払利息 765 481

売上割引 32,022 15,890

為替差損 31,446 －

債権売却損 18,292 7,702

支払補償費 10,000 －

訴訟和解金 － 3,548

雑損失 12,088 4,927

営業外費用合計 104,615 32,549

経常利益 2,189,747 632,908

特別利益   

固定資産売却益 190 107

特別利益合計 190 107

特別損失   

固定資産売却損 327 －

固定資産除却損 14,747 6,442

ゴルフ会員権評価損 － 3,400

減損損失 1,840 1,785

特別損失合計 16,915 11,628

税引前当期純利益 2,173,022 621,387

法人税、住民税及び事業税 915,700 198,700

法人税等調整額 △38,907 41,028

法人税等合計 876,792 239,728

当期純利益 1,296,230 381,659



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,394,778 1,394,778

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,394,778 1,394,778

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 391,621 391,621

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 391,621 391,621

資本剰余金合計   

前期末残高 391,621 391,621

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 391,621 391,621

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 29,500 29,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 29,500 29,500

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 262 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △262 －

当期変動額合計 △262 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,238,502 4,048,494

当期変動額   

剰余金の配当 △486,500 △1,103,702

当期純利益 1,296,230 381,659

特別償却準備金の取崩 262 －

当期変動額合計 809,992 △722,042

当期末残高 4,048,494 3,326,452

利益剰余金合計   

前期末残高 3,268,265 4,077,994



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △486,500 △1,103,702

当期純利益 1,296,230 381,659

特別償却準備金の取崩 － －

当期変動額合計 809,729 △722,042

当期末残高 4,077,994 3,355,952

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △677,308

当期変動額合計 － △677,308

当期末残高 － △677,308

株主資本合計   

前期末残高 5,054,665 5,864,394

当期変動額   

剰余金の配当 △486,500 △1,103,702

当期純利益 1,296,230 381,659

自己株式の取得 － △677,308

当期変動額合計 809,729 △1,399,350

当期末残高 5,864,394 4,465,043

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,444 41,314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,759 △31,285

当期変動額合計 43,759 △31,285

当期末残高 41,314 10,028

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,444 41,314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,759 △31,285

当期変動額合計 43,759 △31,285

当期末残高 41,314 10,028



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

純資産合計   

前期末残高 5,052,220 5,905,709

当期変動額   

剰余金の配当 △486,500 △1,103,702

当期純利益 1,296,230 381,659

自己株式の取得 － △677,308

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,759 △31,285

当期変動額合計 853,489 △1,430,636

当期末残高 5,905,709 4,475,072



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記



(1）役員の異動 

   現在のところ未定であります。 

   

(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 （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 

 （注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

期別 
当連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

品目別 金額（百万円） 前期比（％）

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  9,388  73.9

官需用ヘルメット  131  163.6

その他ヘルメット  0  19.0

その他  760  122.1

合計  10,281  76.6

期別 
当連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

品目別
受注金額
（百万円） 

前期比
（％） 

期末受注残高 
（百万円） 

前期比
（％） 

ヘルメット関連事業         

二輪乗車用ヘルメット  8,736  64.4  1,090  62.0

官需用ヘルメット  123  113.2  1  16.9

その他ヘルメット  0  13.6  ―  ―

その他  797  90.0  69  200.8

合計  9,658  66.3  1,161  64.4



③ 販売実績 

 （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販売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。 

(3) 設備投資、減価償却費、研究開発費の実績値・予想値 

(4) 連結子会社の業績の概況 

  

期別 
当連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

品目別 金額（百万円） 前期比（％）

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  9,404  △32.7

官需用ヘルメット  132  17.6

その他ヘルメット  0  △59.3

その他  762  △15.0

合計  10,300  △31.3

相手先 

前連結会計年度
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三菱商事㈱  3,909  26.1  2,455  23.8

HELMET HOUSE INC  2,354  15.7  2,007  19.5

  
平成20年９月期

（実績） 
平成21年９月期

（実績） 
前期比
（％） 

平成22年９月期 
（予想） 

当期比
（％） 

設備投資(百万円)  961  683  71.1  470  68.8

減価償却費(百万円)  495  730  147.5  780  106.8

研究開発費(百万円)  100  128  127.4  110  85.8

会社名 
売上高

（百万円） 
経常利益
（百万円） 

当期純利益
（百万円） 

純資産額 
（百万円） 

総資産額
（百万円） 

SHOEI (EUROPA) GMBH  380  114  79  684  1,677

SHOEI DISTRIBUTION GMBH  1,550  224  160  969  1,325

SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL  1,887  193  135  667  972

SHOEI SAFETY HELMET CORPORATION  301  35  20  225  234
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