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1. 平成26年9月期第3四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

26年9月期第3四半期 12,162 21.8 346 143.7 345 △2.4 259 △42.9
25年9月期第3四半期 9,985 ― 142 ― 354 ― 454 ―

（注）包括利益 26年9月期第3四半期 203百万円 （△79.9％） 25年9月期第3四半期 1,012百万円 （―％）

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

26年9月期第3四半期 19.36 19.36
25年9月期第3四半期 33.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第3四半期 13,571 5,279 38.9
25年9月期 13,727 5,335 38.9
（参考）自己資本 26年9月期第3四半期 5,276百万円 25年9月期 5,335百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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

25年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年9月期 ― 5.00 ―
26年9月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 16,100 16.8 490 377.7 450 8.9 320 △33.5 23.86



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期レビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年9月期3Q 13,410,000 株 25年9月期 13,410,000 株
② 期末自己株式数 26年9月期3Q 85 株 25年9月期 85 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期3Q 13,409,915 株 25年9月期3Q 13,409,915 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………３ 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………４ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………４ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………４ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………４ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………５ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………５ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………７ 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………９ 

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………９ 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………９ 

  

 

○添付資料の目次

ＳＨＯ－ＢＩ株式会社（7819）　平成26年９月期 第３四半期決算短信（連結）

- 1 -



  

当第３四半期連結累計期間（平成25年10月１日～平成26年６月30日）におけるわが国経済は、政府の

経済対策などが下支えする中、企業業績が改善し設備投資が上向くなど回復基調が続きました。個人消

費においては、平成26年４月の消費税増税に伴う駆け込み需要とその反動から振幅の大きい動きとなり

ましたが、雇用情勢や所得環境の改善に伴い全般的に堅調に推移しました。一方、当社の主要取引先で

ある小売業界では小売各種業態での出店の増加に加えＭ＆Ａの活発化など業態の垣根を超えた競争が激

化しており企業間格差が広がっております。   

このような状況の中で、当社グループは「新しい事業、新しい販路、新しい調達拠点、新しい商品」

のスローガンの下、「売上高成長による利益額拡大」という成長ステージの第２ステップの３年目に入

りました。商品企画部を企画開発グループ、ＯＥＭ生産グループに分け、より顧客ニーズに対応した自

社企画商品をスピーディーに市場に投入できる体制づくりを進めております。この結果、アンチエイジ

ング関連商品など従来の当社グループの顧客層と異なる客層に向けた商品の開発が進みました。また、

一時期不振だったキャラクター雑貨も回復傾向にあります。前連結会計年度に取り扱いを開始したコス

メコンタクト®(注)１はロフト、ローズマリーなどの高質なバラエティストアのほか、ドラッグスト

ア、総合スーパーでの販売が順調に進んでいるほか、キャラクター商品に強みを持つ当社グループなら

ではの新商品「キャラコン」(注)２を上市するなど積極的な取り組みを行っております。    

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は12,162,816千円（対前年同期比21.8％増）、営

業利益は346,029千円（対前年同期比143.7％増）、経常利益は345,704千円（対前年同期比2.4％減）、

四半期純利益は259,598千円（対前年同期比42.9％減）となりました。  

なお、前年同期比については、当社は平成25年４月30日付で株式会社メリーサイトを子会社化したこ

とに伴い、前第３四半期連結会計期間より作成した四半期連結財務諸表との比較であります。  

(注）１.コスメコンタクト®は、瞳を大きく魅力的に見せる、マスカラやアイライナーのようなメイク発想のコ

ンタクトレンズです。 

    ２．「キャラコン」は、キャラクターコンタクトレンズの略称。当社の商標登録です。 

  

当社グループの事業セグメントは、単一の事業セグメントでありますが、取扱商品を区分した売上高

の概況は次のとおりであります。  

  

①化粧雑貨  

当分類には、メイク関連用品、ヘアケア関連用品、トラベル用品、バス・エステ・健康関連グッズ等

の売上が含まれます。当第３四半期連結累計期間の売上高は7,253,978千円（対前年同期比0.1％増）と

なりました。 

  

②コンタクトレンズ関連 

当分類には、コンタクトレンズ、コンタクトレンズケア用品の売上が含まれます。当第３四半期連結

累計期間の売上高は2,197,036千円（対前年同期比445.1％増）となりました。 

  

③服飾雑貨 

当分類には、バッグ、ポーチ、サイフ類、その他服飾小物の売上が含まれます。当第３四半期連結累

計期間の売上高は1,465,951千円（対前年同期比28.8％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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④その他 

当分類には、生活雑貨、文具、行楽用品、ギフト等の売上が含まれます。当第３四半期連結累計期間

の売上高は1,245,850千円（対前年同期比4.1％増）となりました。 

  

(資産、負債及び純資産）  

①資産  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度に比べて155,200千円減少し、

13,571,891千円となりました。   

流動資産は、前連結会計年度末に比べて833,979千円減少し、9,087,147千円となりました。これは

主に、受取手形及び売掛金が279,522千円、商品が263,190千円、その他が239,960千円増加したこと

に対し、現金及び預金が1,545,723千円、為替予約が100,682千円減少したこと等によるものでありま

す。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べて678,779千円増加し、4,484,743千円となりました。これは

主に、投資その他の資産が870,978千円増加したことに対し、有形固定資産が37,793千円、無形固定

資産が154,405千円減少したことによるものであります。  

  

②負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて98,480千円減少し、

8,292,855千円となりました。   

流動負債は、前連結会計年度末に比べて401,092千円減少し、4,533,444千円となりました。これは

主に、買掛金が245,645千円、１年内返済予定の長期借入金が369,386千円増加したことに対し、短期

借入金が100,000千円、未払法人税等が280,675千円、その他が586,449千円減少したこと等によるも

のであります。  

固定負債は、前連結会計年度末に比べて302,612千円増加し、3,759,410千円となりました。これは

主に、長期借入金が660,940千円増加したことに対し、役員退職慰労引当金が357,448千円減少したこ

と等によるものであります。  

  

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて56,720千円減少し、

5,279,036千円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が56,292千円増加したことに対し、利

益剰余金が71,626千円、繰延ヘッジ損益が56,498千円減少したこと等によるものであります。  

  

通期の連結業績予想につきましては、現時点においては、平成26年２月10日に公表しました連結業績

予想を据え置いております。  

  

  

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第３四半期連結会計期間より、重要性が増

した粧美堂日用品（上海）有限公司を連結の範囲に含めております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,003,478 3,457,755

受取手形及び売掛金 2,596,888 2,876,411

商品 1,547,784 1,810,974

貯蔵品 87,674 100,220

為替予約 592,602 491,919

その他 115,683 355,644

貸倒引当金 △22,983 △5,777

流動資産合計 9,921,127 9,087,147

固定資産   

有形固定資産 1,956,698 1,918,904

無形固定資産   

のれん 667,332 558,132

その他 293,472 248,267

無形固定資産合計 960,805 806,399

投資その他の資産   

その他 891,547 1,781,059

貸倒引当金 △3,086 △21,620

投資その他の資産合計 888,461 1,759,439

固定資産合計 3,805,964 4,484,743

資産合計 13,727,092 13,571,891

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,092,188 2,337,833

短期借入金 200,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,164,732 1,534,118

未払法人税等 336,660 55,985

賞与引当金 137,000 84,900

返品調整引当金 32,500 35,600

その他 971,456 385,007

流動負債合計 4,934,537 4,533,444

固定負債   

長期借入金 2,922,334 3,583,274

退職給付引当金 55,214 35,754

役員退職慰労引当金 412,704 55,256

資産除去債務 37,035 37,453

その他 29,509 47,671

固定負債合計 3,456,798 3,759,410

負債合計 8,391,335 8,292,855
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６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 4,161,867 4,090,240

自己株式 △52 △52

株主資本合計 4,971,628 4,900,001

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,075 30,289

繰延ヘッジ損益 346,052 289,554

為替換算調整勘定 － 56,292

その他の包括利益累計額合計 364,127 376,136

新株予約権 － 2,898

純資産合計 5,335,756 5,279,036

負債純資産合計 13,727,092 13,571,891
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 9,985,097 12,162,816

売上原価 7,051,405 8,590,913

売上総利益 2,933,692 3,571,903

返品調整引当金戻入額 28,100 32,500

返品調整引当金繰入額 31,500 35,600

差引売上総利益 2,930,292 3,568,803

販売費及び一般管理費 2,788,278 3,222,773

営業利益 142,013 346,029

営業外収益   

受取利息 6,124 15,486

受取配当金 6,789 3,018

不動産賃貸収入 105,907 20,685

為替差益 160,621 －

その他 16,507 23,224

営業外収益合計 295,950 62,414

営業外費用   

支払利息 34,028 42,926

不動産賃貸費用 35,067 13,106

その他 14,532 6,707

営業外費用合計 83,628 62,740

経常利益 354,336 345,704

特別利益   

固定資産売却益 785,555 －

保険解約返戻金 9,760 28,196

特別利益合計 795,316 28,196

特別損失   

固定資産除却損 7 6,620

固定資産売却損 363,194 －

減損損失 2,202 －

特別損失合計 365,404 6,620

税金等調整前四半期純利益 784,247 367,280

法人税、住民税及び事業税 332,964 113,774

法人税等調整額 △3,187 △6,092

法人税等合計 329,776 107,682

少数株主損益調整前四半期純利益 454,471 259,598

四半期純利益 454,471 259,598
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 454,471 259,598

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 54,946 12,213

繰延ヘッジ損益 502,610 △56,498

為替換算調整勘定 － △11,925

その他の包括利益合計 557,556 △56,210

四半期包括利益 1,012,028 203,387

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,012,028 203,387
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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