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当第１四半期会計期間（平成22年10月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、アジアを中

心とした新興国向け輸出の増加やエコ減税などの政府の景気対策等により企業収益や民間設備投資に持

ち直しの動きが見られるものの、デフレの影響、依然として厳しい雇用情勢、長期化する円高の影響や

エコカー補助金等の景気刺激策の一部終了により国内景気の先行きが不透明な状況で推移いたしまし

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営業各部門にマーチャンダイザ

ー（ＭＤ）を配置し、商品企画部門、品質管理部門と連携のもと、更なる商品開発の強化に努め、「品

質・企画・価格・納期」全ての面において信頼される商品力を身につけ自社企画商品の更なる拡大に努

めてまいりました。これらの活動に伴い、既存取引先及び新規取引先との取引深耕がより図られ、つけ

まつ毛をはじめとするアイメイク関連商品、キャラクター雑貨、季節商品等に加えて、新開発商品であ

る文具等の取扱いにより自社企画商品売上の拡大が順調に推移いたしました。 

これらの結果、当第１四半期会計期間の売上高は3,468,472千円（対前年同期比8.1％増）、営業利益

は397,323千円（対前年同期比34.1％増）、経常利益は390,733千円（対前年同期比17.9％増）、四半期

純利益は206,080千円（対前年同期比0.4％減）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＞ 

主要販売先である総合スーパー向け売上は、自社企画商品の販売は順調に拡大しているものの、引き

続き業界の厳しい状況の中で推移いたしました。 

 一方、ドラッグストア向け売上は、新規取引先の獲得をはじめ既存取引先との取引の深耕、新規出店

と販売が順調に拡大し、自社企画商品であるつけまつ毛、ブーツインソール・スタンド等の販売が好調

に推移いたしました。この結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,201,984千円（対前年同期比5.1％

減）となりました。 

  

＜ファンシー・キャラクター事業＞ 

主要販売先である総合スーパー向け売上は、一般仕入商品から自社企画商品へ商品構成のシフトを急

速に進展させた結果、新開発商品である文具等が大きく伸長し好調に推移いたしました。加えて、自社

企画商品であるつけまつ毛、キャラクター雑貨等が主流である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（注）受注先向けの売上が好調に推移いたしました。この結

果、当第１四半期会計期間の売上高は、1,939,719千円（対前年同期比23.0％増）となりました。 

（注）別注商品とは、販売先と共同で企画し、販売先に販売権があり発売元表示が当社である商品で

す。 

  

＜その他事業＞ 

ＯＥＭ商品の受注先である100円均一ショップ向け売上が、在庫調整の長期化等による影響で商談が

遅延し、厳しい状況で推移いたしました。この結果、当第１四半期会計期間の売上高は、326,767千円

（対前年同期比10.5％減）となりました。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

SHO-BI　株式会社（7819）　平成23年９月期　第１四半期決算短信（非連結）

- 2 -



  

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて858,656千円増加し、11,260,553千円

となりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べて827,931千円増加し、7,633,931千円となりました。これは主に、

現金及び預金が151,033千円、受取手形及び売掛金が615,747千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30,724千円増加し、3,626,622千円となりました。これは主に、

有形固定資産が12,579千円、投資不動産が5,218千円、その他が12,216千円増加したこと等によるもの

であります。 

②負債 

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて990,825千円増加し、7,234,650千円と

なりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べて139,307千円減少し、3,931,554千円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が244,129千円、１年内返済予定の長期借入金が298,000千円増加し、未払法人税等

が253,282千円、その他が361,484千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1,130,132千円増加し、3,303,095千円となりました。これは主

に、長期借入金が1,101,700千円増加したこと等によるものであります。 

③純資産 

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて132,168千円減少し、4,025,903千円

となりました。 

 これは主に、利益剰余金が95,643千円、繰延ヘッジ損益が50,681千円減少（マイナスの増加）したこ

と等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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371,296千円計上するとともに、仕入債務の増加、預り金の増加、長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、短期借入金の返済による支出、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151,033千円増加

し、1,929,534千円となりました。 

  

当第１四半期会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。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果支出した資金は427,743千円（対前年同四半期比5.3％増）となりました。これは主

に、税引前四半期純利益371,296千円計上するとともに、減価償却費25,588千円、仕入債務の増加

249,735千円、預り金の増加58,366千円があったこと、賞与引当金の減少73,871千円、売上債権の増加

615,760千円、たな卸資産の増加112,694千円、法人税等の支払366,889千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
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②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、23,917千円（対前年同四半期比32.6％減）となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出9,261千円、投資不動産の取得による支出10,688千円があったこと

等によるものであります。 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は、602,693千円（前年同四半期は397,386千円支出）となりました。こ

れは主に、長期借入れによる収入1,500,000千円があったこと、短期借入金の返済による支出500,000千

円、長期借入金の返済による支出100,300千円、配当金の支払296,734千円があったこと等によるもので

あります。 

  

当第１四半期までの業績につきましては、概ね計画どおり推移しております。平成22年11月10日に公

表いたしました平成22年９月期決算短信記載の「平成23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。 

  

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

これにより、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ394千円減少し、税引前四半期

純利益は6,679千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

20,911千円であります。 

  

②表示方法の変更 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」は、営業外費用

総額の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間では区分掲記することとしております。なお、

前第１四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は9,106千円であります。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,384,534 3,233,501

受取手形及び売掛金 2,846,987 2,231,240

商品 998,031 907,327

貯蔵品 110,354 88,363

その他 296,623 347,826

貸倒引当金 △2,600 △2,260

流動資産合計 7,633,931 6,805,999

固定資産   

有形固定資産 1,089,535 1,076,955

無形固定資産 97,669 97,167

投資その他の資産   

投資不動産 1,787,382 1,782,163

その他 654,810 642,593

貸倒引当金 △2,774 △2,982

投資その他の資産合計 2,439,417 2,421,774

固定資産合計 3,626,622 3,595,897

資産合計 11,260,553 10,401,897

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,692,382 1,448,253

1年内返済予定の長期借入金 1,199,200 901,200

未払法人税等 106,840 360,122

賞与引当金 45,849 119,720

返品調整引当金 39,600 32,400

その他 847,682 1,209,166

流動負債合計 3,931,554 4,070,862

固定負債   

社債 750,000 750,000

長期借入金 1,911,400 809,700

退職給付引当金 145,924 149,779

役員退職慰労引当金 359,222 355,080

資産除去債務 20,973 －

その他 115,575 108,403

固定負債合計 3,303,095 2,172,962

負債合計 7,234,650 6,243,825
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 3,429,604 3,525,247

自己株式 △52 △52

株主資本合計 4,239,365 4,335,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,679 △19,834

繰延ヘッジ損益 △207,782 △157,101

評価・換算差額等合計 △213,462 △176,936

純資産合計 4,025,903 4,158,071

負債純資産合計 11,260,553 10,401,897
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日) 

売上高 3,208,630 3,468,472

売上原価 2,143,098 2,260,314

売上総利益 1,065,532 1,208,158

返品調整引当金戻入額 24,400 32,400

返品調整引当金繰入額 31,900 39,600

差引売上総利益 1,058,032 1,200,958

販売費及び一般管理費 761,641 803,635

営業利益 296,391 397,323

営業外収益   

受取利息 1,571 1,777

受取配当金 612 728

不動産賃貸収入 62,663 60,427

その他 16,132 2,372

営業外収益合計 80,980 65,306

営業外費用   

支払利息 11,481 10,823

不動産賃貸費用 21,472 23,365

為替差損 － 35,490

その他 12,923 2,215

営業外費用合計 45,877 71,895

経常利益 331,493 390,733

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 207

特別利益合計 － 207

特別損失   

投資有価証券売却損 9 －

投資有価証券評価損 － 13,360

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,284

特別損失合計 9 19,644

税引前四半期純利益 331,484 371,296

法人税、住民税及び事業税 81,394 118,280

法人税等調整額 43,123 46,935

法人税等合計 124,517 165,215

四半期純利益 206,966 206,080
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12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 331,484 371,296

減価償却費 21,304 25,588

貸倒引当金の増減額（△は減少） 630 132

賞与引当金の増減額（△は減少） △73,370 △73,871

返品調整引当金の増減額（△は減少） 7,500 7,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,669 △3,854

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,892 4,142

受取利息及び受取配当金 △2,184 △2,506

支払利息 11,481 10,823

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,360

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,284

売上債権の増減額（△は増加） △534,581 △615,760

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,385 △112,694

未収入金の増減額（△は増加） 15,560 1,631

仕入債務の増減額（△は減少） 155,861 249,735

未払金の増減額（△は減少） △37,301 △18,608

未払費用の増減額（△は減少） 4,593 2,501

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,618 125

預り金の増減額（△は減少） 59,336 58,366

その他 9,083 21,940

小計 △184,929 △54,167

利息及び配当金の受取額 2,780 2,527

利息の支払額 △7,937 △9,213

法人税等の支払額 △215,990 △366,889

営業活動によるキャッシュ・フロー △406,077 △427,743

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 △205,000 △505,000

定期預金の払戻による収入 205,000 505,000

有形固定資産の取得による支出 △3,436 △9,261

無形固定資産の取得による支出 △24,508 △963

投資不動産の取得による支出 △3,733 △10,688

投資有価証券の取得による支出 △2,538 △2,615

その他 △1,298 △389

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,515 △23,917

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △500,000

長期借入れによる収入 － 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △131,480 △100,300

配当金の支払額 △265,906 △296,734

その他 － △271

財務活動によるキャッシュ・フロー △397,386 602,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △838,979 151,033

現金及び現金同等物の期首残高 1,826,784 1,778,501

現金及び現金同等物の四半期末残高 987,805 1,929,534
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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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