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当第２四半期累計期間（平成21年10月１日～平成22年３月31日）におけるわが国経済は、中国をはじめ

新興国等に牽引される海外経済の改善による輸出の増加や、国内の景気対策の効果等により一部に景気の

持ち直しがみられるものの、厳しい雇用環境が続く中、先行の不安心理から個人消費が引き続き低迷する

など、依然として厳しい状況にありました。 

このような状況の中で、当社は販路を持った総合企画メーカーとして「品質・企画・価格」全ての面で

信頼を勝ち取るため、品質管理体制の強化をはかるとともに、企画部門を集約・再編し商品企画開発力を

強化する体制を構築いたしました。これにより、より一層営業部門と企画部門との一体化による機動性の

ある営業展開が可能となり、自社企画商品売上の拡大に努めてまいりました。それらの活動に伴い、既存

取引先及び新規取引先に対する取引の深耕が図れ、デコラティブシリーズのつけまつ毛等をはじめとして

自社企画商品の売上が順調に推移いたしました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,465,094千円（対前年同期比1.5％増）、営業利益は

622,291千円（対前年同期比11.1％増）、経常利益は680,601千円（対前年同期比1.3％減）となりました

が、保険返戻金を特別利益に計上したことで、四半期純利益は449,698千円（対前年同期比24.3％増）と

なりました。 

また、当第２四半期会計期間の売上高は3,256,463千円（対前年同四半期比7.4％増）、営業利益は

325,900千円（対前年同四半期比40.7％増）、経常利益は349,107千円（対前年同四半期比10.1％増）、四

半期純利益は242,731千円（対前年同四半期比64.6％増）となりました。 

  

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

  

＜ヘルス＆ビューティー事業＞ 

総合スーパー向け売上は、業界全体が厳しい状況の中で、つけまつ毛等目元商材は好調に推移し、自社

企画商品（アイラッシュ、バニティケース等）の販売も順調に拡大いたしました。また、ドラッグストア

向け売上についても、既存取引先との取引の増加、新規取引先との取引の深耕が図れ、自社企画商品の販

売が拡大したことで好調に推移いたしました。この結果、第２四半期累計期間の売上高は2,496,695千円

（対前年同期比8.8％増）となりました。 

  

＜ファンシー・キャラクター事業＞ 

総合スーパー向け売上は、依然厳しい状況が続く中、一般商品仕入から自社企画商品への転換を積極的

に推進し、徐々に成果が見えてきたものの、全体としては低調に推移いたしました。一方、ディスカウン

トストア向け売上、専門店向け売上、ＯＥＭ商品受注先及び別注商品受注先への売上は、自社企画商品

（アイラッシュ、ネイル、キャラクター雑貨等）の販売が順調に拡大できたことで好調に推移いたしまし

た。この結果、第２四半期累計期間の売上高は、3,170,977千円（対前年同期比0.9％増）となりました。

  

＜その他事業＞ 

100円均一ショップ向け売上は、若干の回復傾向は見られるものの、一時的な商品の絞込みと販売先の

在庫調整の影響により依然として厳しい状況で推移いたしました。この結果、第２四半期累計期間の売上

高は、797,421千円（対前年同期比14.2％減）となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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①資産 

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて634,756千円増加し、10,704,752千円と

なりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて626,208千円増加し、7,109,132千円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が575,882千円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて8,547千円増加し、3,595,619千円となりました。これは主に、有

形固定資産が23,973千円増加し、投資不動産が16,213千円減少したこと等によるものであります。 

②負債 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて354,770千円増加し、6,556,444千円と

なりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べて641,486千円増加し、3,625,188千円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が261,828千円、短期借入金が500,000千円増加し、賞与引当金が26,920千円減少し

たこと等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて286,715千円減少し、2,931,256千円となりました。これは主に、

社債が50,000千円、長期借入金が200,600千円、役員退職慰労引当金が30,285千円減少したこと等によ

るものであります。 

③純資産 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて279,985千円増加し、4,148,307千円

となりました。 

これは主に、利益剰余金が181,498千円、繰延ヘッジ損益が98,981千円増加したこと等によるものであ

ります。 

  

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税引前四半期純

利益を749,209千円計上するとともに、仕入債務の増加、保険積立金の解約による収入、短期借入れに

よる収入があったこと、売上債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払、長期借入金の返済によ

る支出、配当金の支払があったこと等により前事業年度末に比べて87,663千円減少し、1,739,121千円

となりました。 

  

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は18,161千円（前年同四半期は372,997千円の獲得）となりました。これ

は主に、税引前四半期純利益749,209千円計上するとともに、減価償却費44,020千円、仕入債務の増加

259,963千円があったこと、売上債権の増加579,515千円、たな卸資産の増加126,679千円、法人税等の

支払額212,313千円があったこと等によるものであります。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、18,613千円（対前年同期比69.4％減）となりました。これは主に、

保険積立金の解約による収入76,932千円があったこと、有形固定資産の取得による支出14,223千円、社

内基幹システム構築のため無形固定資産の取得による支出33,554千円があったこと等によるものであり

ます。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、88,114千円（前年同四半期は566,340千円の獲得）となりました。こ

れは主に、短期借入れによる収入500,000千円があったこと、長期借入金の返済による支出240,420千

円、配当金の支払額267,694千円があったこと等によるものであります。 

  

  

当第２四半期累計期間までの業績につきましては、概ね計画どおりに推移いたしました。平成21年11月

10日に公表いたしました平成21年９月期決算短信記載の「平成22年９月期の業績予想」に変更はありませ

ん。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

SHO-BI　株式会社（7819）　平成22年９月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 5 -



５．四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,194,121 3,281,784

受取手形及び売掛金 2,635,802 2,059,920

商品 876,584 797,889

貯蔵品 110,496 62,512

その他 294,807 282,816

貸倒引当金 △2,680 △2,000

流動資産合計 7,109,132 6,482,924

固定資産   

有形固定資産 1,085,814 1,061,840

無形固定資産 47,812 41,123

投資その他の資産   

投資不動産 1,789,673 1,805,887

その他 677,603 683,942

貸倒引当金 △5,285 △5,722

投資その他の資産合計 2,461,991 2,484,107

固定資産合計 3,595,619 3,587,071

資産合計 10,704,752 10,069,996

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,906,035 1,644,206

短期借入金 500,000 －

未払法人税等 305,486 228,966

賞与引当金 90,700 117,620

返品調整引当金 32,600 24,400

その他 790,366 968,509

流動負債合計 3,625,188 2,983,702

固定負債   

社債 800,000 850,000

長期借入金 1,510,300 1,710,900

退職給付引当金 143,109 148,143

役員退職慰労引当金 345,864 376,150

その他 131,982 132,778

固定負債合計 2,931,256 3,217,971

負債合計 6,556,444 6,201,673
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,500 545,500

資本剰余金 264,313 264,313

利益剰余金 3,270,928 3,089,430

株主資本合計 4,080,741 3,899,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,428 △9,933

繰延ヘッジ損益 77,993 △20,988

評価・換算差額等合計 67,565 △30,921

純資産合計 4,148,307 3,868,322

負債純資産合計 10,704,752 10,069,996
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(2)四半期損益計算書 
 (第２四半期累計期間) 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,367,994 6,465,094

売上原価 4,423,012 4,341,700

売上総利益 1,944,981 2,123,393

返品調整引当金戻入額 20,600 24,400

返品調整引当金繰入額 26,600 32,600

差引売上総利益 1,938,981 2,115,193

販売費及び一般管理費 1,379,002 1,492,901

営業利益 559,979 622,291

営業外収益   

受取利息 10,608 3,129

受取配当金 725 612

不動産賃貸収入 129,762 124,834

デリバティブ精算益 37,860 －

その他 34,389 28,502

営業外収益合計 213,346 157,079

営業外費用   

支払利息 22,548 22,329

不動産賃貸費用 43,503 43,632

その他 17,891 32,807

営業外費用合計 83,943 98,769

経常利益 689,382 680,601

特別利益   

貸倒引当金戻入額 300 20

保険返戻金 17,489 68,791

特別利益合計 17,789 68,811

特別損失   

固定資産売却損 － 183

投資有価証券評価損 45,056 －

たな卸資産評価損 5,057 －

その他 48 19

特別損失合計 50,163 203

税引前四半期純利益 657,009 749,209

法人税、住民税及び事業税 265,272 293,415

法人税等調整額 29,982 6,095

法人税等合計 295,254 299,511

四半期純利益 361,754 449,698
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 (第２四半期会計期間) 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,031,503 3,256,463

売上原価 2,116,324 2,198,602

売上総利益 915,179 1,057,860

返品調整引当金戻入額 26,500 31,900

返品調整引当金繰入額 26,600 32,600

差引売上総利益 915,079 1,057,160

販売費及び一般管理費 683,411 731,260

営業利益 231,668 325,900

営業外収益   

受取利息 9,783 1,557

不動産賃貸収入 64,517 62,171

デリバティブ精算益 37,860 －

その他 9,510 12,370

営業外収益合計 121,672 76,099

営業外費用   

支払利息 11,337 10,847

不動産賃貸費用 21,615 22,159

デリバティブ評価損 △12,862 －

社債発行費 12,329 －

その他 3,885 19,884

営業外費用合計 36,305 52,891

経常利益 317,034 349,107

特別利益   

貸倒引当金戻入額 300 20

保険返戻金 8,231 68,791

特別利益合計 8,531 68,811

特別損失   

固定資産売却損 － 183

投資有価証券評価損 29,656 －

その他 － 10

特別損失合計 29,656 193

税引前四半期純利益 295,909 417,725

法人税、住民税及び事業税 176,620 212,021

法人税等調整額 △28,193 △37,027

法人税等合計 148,427 174,993

四半期純利益 147,481 242,731
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 657,009 749,209

減価償却費 39,854 44,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） 857 242

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,940 △26,920

返品調整引当金の増減額（△は減少） 6,000 8,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,453 △5,033

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,900 △30,285

保険返戻金 △17,489 △68,791

デリバティブ精算益 △37,860 －

投資有価証券評価損益（△は益） 45,056 －

受取利息及び受取配当金 △11,334 △3,741

支払利息 22,548 22,329

売上債権の増減額（△は増加） △327,217 △579,515

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,581 △126,679

仕入債務の増減額（△は減少） 348,664 259,963

その他 △15,719 △30,891

小計 631,296 212,108

利息及び配当金の受取額 9,340 4,015

利息の支払額 △21,435 △21,971

法人税等の支払額 △246,203 △212,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 372,997 △18,161

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 △835,000 △835,000

定期預金の払戻による収入 835,000 835,000

有形固定資産の取得による支出 △30,198 △14,223

無形固定資産の取得による支出 － △33,554

投資有価証券の取得による支出 △205,415 △4,787

投資有価証券の売却による収入 300,000 49

保険積立金の解約による収入 － 76,932

保険積立金の払戻による収入 37,981 －

差入保証金の差入による支出 △40,147 －

その他 △1,369 △5,803

投資活動によるキャッシュ・フロー 60,851 18,613
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,100,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △2,200,000 －

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △307,960 △240,420

社債の発行による収入 1,000,000 －

社債の償還による支出 △82,500 △80,000

配当金の支払額 △243,200 △267,694

財務活動によるキャッシュ・フロー 566,340 △88,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,000,189 △87,663

現金及び現金同等物の期首残高 837,702 1,826,784

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,837,891 1,739,121
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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