
   

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：有 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

  

        

平成22年９月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年７月30日

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22年８月11日 配当支払開始予定日 ― 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

22年９月期第３四半期  7,715  △4.0  725  △29.4  793  △39.0  527  △35.9

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

  
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 

22年９月期第３四半期  38  31  －      

21年９月期第３四半期  56  66  －      

  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 

22年９月期第３四半期  8,603  6,635  77.1  481  81

21年９月期  8,431  6,710  79.6  487  24

（参考）自己資本 22年９月期第３四半期 6,635百万円 21年９月期 6,710百万円

  
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 

21年９月期  －        0  00 －      30 00 30  00

22年９月期  －        0  00 －     

22年９月期（予想） 22 00 22  00

  （％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
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  10,200  △1.0  930  △11.2  1,010  △24.4  615  △26.5  44  65



４．その他（詳細は、[添付資料]P.２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規  ― 社 （社名           ）、除外 ― 社  （社名               ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績見通し等の将来情報は、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、

実際業績は、今後様々な要因により異なる結果となる場合があります。その他特記事項は、ありません。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 14,522,400株 21年９月期 14,522,400株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 750,064株 21年９月期 750,064株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 13,772,336株 21年９月期３Ｑ 14,522,372株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  2

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  5

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  6

（１）生産実績 ……………………………………………………………………………………………………………  6

（２）受注実績 ……………………………………………………………………………………………………………  6

（３）販売実績 ……………………………………………………………………………………………………………  7

-1-



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、国内販売は天候不順並びに景気低迷と販売店の在庫

圧縮が影響し大幅に減少したものの、海外販売は順調に回復(特に北米向け販売は、第２四半期連結累計期間にお

ける前年同期比マイナスが345百万円改善）致しました。その結果、連結売上高は、以下の通り7,715百万円(前年

同期累計比4.0％減)となりました。 

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

また、売上原価が218百万円増加し、各利益に影響しております。その主な要因は、生産調整により工場稼働を1

割強減産したことにより製品原価が上昇したこと並びに生産調整に伴い製品在庫が259百万円減少したこと等であ

ります。 

販売費及び一般管理費はグループ全体における経費削減が寄与し1,769百万円(同11.8％減)となりましたが、営

業利益は725百万円(同29.4％減)、経常利益は793百万円(同39.0％減）、四半期純利益は527百万円(同35.9％減)と

なりました。 

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年９月期の通期の業績予想につきましては、本日公表しました「平成22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」の通りであり、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。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  国 内 海 外 欧 州 北 米 その他地域 合 計 

22年９月期第３四半期累計

（前年同期累計比増減率） 

1,525 

(△12.6％) 

6,190 

(△1.6％) 

4,069 

(1.8％) 

1,667 

(△11.1％) 

452 

(8.4％) 

7,715 

(△4.0％) 

前年同期累計実績 1,746 6,290 3,997 1,875 417 8,036 

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,504,117 2,168,682

受取手形及び売掛金 1,118,493 1,142,365

商品及び製品 1,571,474 1,363,741

仕掛品 431,537 336,543

原材料及び貯蔵品 259,279 379,841

繰延税金資産 121,504 201,027

その他 427,138 511,772

貸倒引当金 △8,640 △7,555

流動資産合計 6,424,905 6,096,420

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,658,684 2,608,726

減価償却累計額 △1,741,815 △1,679,988

建物及び構築物（純額） 916,868 928,737

機械装置及び運搬具 1,652,533 1,656,860

減価償却累計額 △1,296,072 △1,207,013

機械装置及び運搬具（純額） 356,461 449,846

工具、器具及び備品 3,479,027 3,360,863

減価償却累計額 △3,025,176 △2,939,086

工具、器具及び備品（純額） 453,851 421,776

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 23,661 108,149

有形固定資産合計 1,979,103 2,136,769

無形固定資産   

ソフトウエア 48,354 65,744

その他 1,239 1,239

無形固定資産合計 49,593 66,984

投資その他の資産   

繰延税金資産 113,446 97,005

その他 36,008 34,688

投資その他の資産合計 149,454 131,693

固定資産合計 2,178,151 2,335,447

資産合計 8,603,057 8,431,868
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,082,105 762,393

未払金 176,750 192,183

未払法人税等 86,108 64,539

賞与引当金 95,200 238,200

その他 239,862 215,636

流動負債合計 1,680,026 1,472,953

固定負債   

役員退職慰労引当金 181,119 162,480

退職給付引当金 103,922 81,251

その他 2,227 4,661

固定負債合計 287,268 248,393

負債合計 1,967,295 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 5,977,902 5,863,351

自己株式 △677,308 △677,308

株主資本合計 7,086,994 6,972,442

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 8,636 10,028

為替換算調整勘定 △459,869 △271,950

評価・換算差額等合計 △451,232 △261,922

純資産合計 6,635,761 6,710,520

負債純資産合計 8,603,057 8,431,868
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,036,623 7,715,780

売上原価 5,003,227 5,221,298

売上総利益 3,033,395 2,494,481

販売費及び一般管理費 2,006,058 1,769,136

営業利益 1,027,337 725,345

営業外収益   

受取利息 15,388 1,478

為替差益 255,416 73,576

保険解約返戻金 28,558 －

その他 13,776 9,402

営業外収益合計 313,140 84,456

営業外費用   

売上割引 12,718 6,771

債権売却損 7,483 3,520

訴訟和解金 3,548 －

事務所移転費用 13,383 －

その他 3,459 5,984

営業外費用合計 40,592 16,276

経常利益 1,299,885 793,526

特別利益   

固定資産売却益 2,286 925

事務所移転費用精算益 － 5,072

特別利益合計 2,286 5,997

特別損失   

固定資産除却損 2,826 6,420

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 6,420

税金等調整前四半期純利益 1,294,308 793,102

法人税、住民税及び事業税 320,663 217,503

法人税等還付税額 － △16,072

法人税等調整額 150,781 63,949

法人税等合計 471,445 265,381

四半期純利益 822,862 527,721
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 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21年12月に413,170千円の剰余金の配当を行っております。  

  

(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。 

（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

４．補足情報

期別 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22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  6,497  92.3

官需用ヘルメット  103  81.7

その他ヘルメット  ―  ―

その他  530  120.1

合計  7,131  93.7

期別 

当第３四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

  至 平成22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  7,752  115.3  1,788  156.0

官需用ヘルメット  75  86.7  2  88.0

その他ヘルメット  ―  ―  ―  ―

その他  566  79.7  47  34.1

合計  8,393  111.6  1,839  142.6
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(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21年10月１日 

   至 平成22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  7,054  96.1

官需用ヘルメット  73  79.0

その他ヘルメット  ―  ―

その他  587  97.2

合計  7,715  96.0

相手先 

当第３四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年６月30日）  

品目別 金額（百万円） 割合（％） 

三菱商事㈱    1,818    23.6

HELMET HOUSE INC    1,490    19.3
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