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当第２四半期累計期間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

よる輸出の増加や政府による各種経済対策の効果により一部に景気の持ち直しの動きが見られるもの

の、厳しい雇用情勢による個人消費の停滞、デフレの影響、株価や為替レートの変動等の影響もあり、

依然として厳しい状況の中で推移いたしました。さらに、３月11日に発生した未曾有の東日本大震災に

より経済活動は混乱し先行きは不透明な状況で第２四半期末を迎えました。 

このような状況の中、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」の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、既存販売先及び新規販売先との取引の深耕がより図られ、

つけまつ毛をはじめとするアイメイク関連商品、キャラクター商品、文具及び各季節商品等の自社企画

商品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6,946,654千円（対前年同期比7.4％増）、営業利益

は830,108千円（対前年同期比33.4％増）、経常利益は811,178千円（対前年同期比19.2％増）、四半期

純利益は448,331千円（対前年同期比0.3％減）となりました。 

また、当第２四半期会計期間の売上高は3,478,181千円（対前年同四半期比6.8％増）、営業利益は

432,478千円（対前年同四半期比32.7％増）、経常利益は420,137千円（対前年同四半期比20.3％増）、

四半期純利益は242,251千円（対前年同四半期比0.2％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＞ 

総合スーパー向け売上（ヘルス＆ビューティー事業における売場）は、引き続き業界の厳しい状況の

中で、自社企画商品の販売に努めましたが、全般的に低調に推移いたしました。一方、ドラッグストア

向け売上は、新規販売先の獲得をはじめ、既存販売先との取引の深耕、新規出店等により販売が順調に

拡大し、自社企画商品であるつけまつ毛等アイメイク関連商品、季節商品等の販売が順調に推移いたし

ました。この結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,323,158千円（対前年同期比7.0％減）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（ファンシー・キャラクター事業における売場）は、業界の厳しい状況が続く

中、一般商品仕入から自社企画商品の拡販を推進する方向性が実現し、文具、ギフト商品、別注商品

（注）等が伸長し順調に推移いたしました。さらに、自社企画商品であるつけまつ毛等アイメイク関連

商品、キャラクター商品等が主流であるディスカウントストア向け売上、バラエティストア向け売上、

ＯＥＭ商品受注先及び別注商品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２四半期

累計期間の売上高は3,890,654千円（対前年同期比22.7％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。 

  

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
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＜その他の事業＞ 

ＯＥＭ商品の受注先である100円均一ショップ向け売上が、在庫調整等の長期化による影響で、残念

ながら回復基調とならず引き続き厳しい状況で推移いたしました。この結果、当第２四半期累計期間の

売上高は732,841千円（対前年同期比8.1％減）となりました。 

  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

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1,033,589千円増加し、11,435,487千円

となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて979,770千円増加し、7,785,769千円となりました。これは主に、

現金及び預金が629,280千円、受取手形及び売掛金が525,877千円増加し、商品が108,027千円、その他

が84,072千円減少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53,819千円増加し、3,649,717千円となりました。これは主に、

無形固定資産が49,094千円増加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850,702千円増加し、7,094,528千円と

なりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べて360,775千円増加し、4,431,638千円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が261,129千円、１年内返済予定の長期借入金737,900千円増加し、未払法人税等が

40,787千円、その他が572,991千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489,926千円増加し、2,662,889千円となりました。これは主に、

長期借入金が511,500千円増加し、社債が50,000千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182,887千円増加し、4,340,959千円

となりました。 

これは主に、利益剰余金が146,608千円、繰延ヘッジ損益が25,433千円増加（マイナスの減少）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789,713千円計上するとともに、仕入債務の増加、定期預金の払戻による収入、長期借入れによ

る収入があったこと、売上債権の増加、法人税等の支払、定期預金の預入による支出、短期借入金の返

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129,280千円増加し、

1,907,781千円となりました。 

  

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。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報
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①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は276,020千円（前年同四半期は18,161千円の支出）となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益789,713千円計上するとともに、減価償却費52,034千円、たな卸資産の

減少91,074千円、仕入債務の増加253,571千円があったこと、売上債権の増加527,297千円、利息の支払

額22,721千円、法人税等の支払額368,460千円があったこと等によるものであります。 

  

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、544,807千円（前年同四半期は18,613千円の獲得）となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入835,000千円があったこと、定期預金の預入による支出

1,335,000千円、有形固定資産の取得による支出12,394千円、投資不動産の取得による支出22,298千円

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、398,067千円（前年同四半期は88,114千円の支出）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250,600千円、社債の償還による支出50,000千円、配当金の支払額

300,650千円があったこと等によるものであります。 

  

  

平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、当面、国内の経済活動が制約される等不透明な状

況が続くものと予想されます。現段階では、業績に与える影響は軽微と見込まれるため、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。今後、業績予想の見直しが必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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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２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ789千円減少し、税引前四半期

純利益は7,073千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２四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２四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２四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17,949千円であります。 

  

（四半期貸借対照表関係） 

前第２四半期会計期間において、流動負債の「その他」に含めていた「１年内返済予定の長期借入

金」は、負債及び純資産の合計額の100分の10を超えたため、当第２四半期会計期間では区分掲記する

こととしております。なお、前第２四半期会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「１年内返済予

定の長期借入金」は401,200千円であります。 

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2四半期会計期間末 
(平成23年３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 3,862,781 3,233,501

受取手形及び売掛金 2,757,117 2,231,240

商品 799,299 907,327

貯蔵品 105,316 88,363

その他 263,754 347,826

貸倒引当金 △2,500 △2,260

流動資産合計 7,785,769 6,805,999

固定資産   

有形固定資産 1,077,968 1,076,955

無形固定資産 146,261 97,167

投資その他の資産   

投資不動産 1,780,131 1,782,163

その他 648,456 642,593

貸倒引当金 △3,099 △2,982

投資その他の資産合計 2,425,488 2,421,774

固定資産合計 3,649,717 3,595,897

資産合計 11,435,487 10,401,897

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,709,382 1,448,253

1年内返済予定の長期借入金 1,639,100 901,200

未払法人税等 319,334 360,122

賞与引当金 93,345 119,720

返品調整引当金 34,300 32,400

その他 636,175 1,209,166

流動負債合計 4,431,638 4,070,862

固定負債   

社債 700,000 750,000

長期借入金 1,321,200 809,700

退職給付引当金 142,137 149,779

役員退職慰労引当金 363,365 355,080

資産除去債務 21,035 －

その他 115,151 108,403

固定負債合計 2,662,889 2,172,962

負債合計 7,094,528 6,243,825
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(単位：千円)

当第2四半期会計期間末 
(平成23年３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 3,671,855 3,525,247

自己株式 △52 △52

株主資本合計 4,481,617 4,335,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,989 △19,834

繰延ヘッジ損益 △131,668 △157,101

評価・換算差額等合計 △140,657 △176,936

純資産合計 4,340,959 4,158,071

負債純資産合計 11,435,487 10,401,897
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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21年10月１日 
  至 平成22年３月31日) 

当第2四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
  至 平成23年３月31日) 

売上高 6,465,094 6,946,654

売上原価 4,341,700 4,541,688

売上総利益 2,123,393 2,404,965

返品調整引当金戻入額 24,400 32,400

返品調整引当金繰入額 32,600 34,300

差引売上総利益 2,115,193 2,403,065

販売費及び一般管理費 1,492,901 1,572,957

営業利益 622,291 830,108

営業外収益   

受取利息 3,129 3,540

受取配当金 612 728

不動産賃貸収入 124,834 116,504

その他 28,502 4,994

営業外収益合計 157,079 125,767

営業外費用   

支払利息 22,329 23,088

不動産賃貸費用 43,632 43,359

為替差損 － 67,858

その他 32,807 10,391

営業外費用合計 98,769 144,698

経常利益 680,601 811,178

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20 －

保険返戻金 68,791 －

特別利益合計 68,811 －

特別損失   

固定資産売却損 183 －

投資有価証券評価損 － 15,180

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,284

その他 19 －

特別損失合計 203 21,464

税引前四半期純利益 749,209 789,713

法人税、住民税及び事業税 293,415 328,364

法人税等調整額 6,095 13,016

法人税等合計 299,511 341,381

四半期純利益 449,698 448,331
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,256,463 3,478,181

売上原価 2,198,602 2,281,374

売上総利益 1,057,860 1,196,807

返品調整引当金戻入額 31,900 39,600

返品調整引当金繰入額 32,600 34,300

差引売上総利益 1,057,160 1,202,107

販売費及び一般管理費 731,260 769,629

営業利益 325,900 432,478

営業外収益   

受取利息 1,557 1,762

不動産賃貸収入 62,171 56,076

その他 12,370 2,622

営業外収益合計 76,099 60,461

営業外費用   

支払利息 10,847 12,265

不動産賃貸費用 22,159 19,993

為替差損 － 32,367

その他 19,884 8,176

営業外費用合計 52,891 72,802

経常利益 349,107 420,137

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20 100

保険返戻金 68,791 －

特別利益合計 68,811 100

特別損失   

固定資産売却損 183 －

投資有価証券評価損 － 1,820

その他 10 －

特別損失合計 193 1,820

税引前四半期純利益 417,725 418,417

法人税、住民税及び事業税 212,021 210,083

法人税等調整額 △37,027 △33,918

法人税等合計 174,993 176,165

四半期純利益 242,731 242,251
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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21年10月１日 
  至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
  至 平成23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 749,209 789,713

減価償却費 44,020 52,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） 242 357

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,920 △26,375

返品調整引当金の増減額（△は減少） 8,200 1,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,033 △7,641

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,285 8,285

保険返戻金 △68,791 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 15,180

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,284

受取利息及び受取配当金 △3,741 △4,268

支払利息 22,329 23,088

売上債権の増減額（△は増加） △579,515 △527,297

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,679 91,074

仕入債務の増減額（△は減少） 259,963 253,571

その他 △30,891 △11,337

小計 212,108 664,570

利息及び配当金の受取額 4,015 2,632

利息の支払額 △21,971 △22,721

法人税等の支払額 △212,313 △368,460

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,161 276,020

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 △1,335,000

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 △14,223 △12,394

無形固定資産の取得による支出 △33,554 △4,082

投資不動産の取得による支出 － △22,298

投資有価証券の取得による支出 △4,787 △4,863

投資有価証券の売却による収入 49 －

保険積立金の解約による収入 76,932 －

その他 △5,803 △1,169

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,613 △544,807

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 500,000 －

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 △240,420 △250,600

社債の償還による支出 △80,000 △50,000

配当金の支払額 △267,694 △300,650

その他 － △681

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,114 398,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,663 129,280

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 1,739,121 1,907,781

SHO-BI　株式会社（7819）　平成23年９月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 10 -



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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