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1. 平成26年9月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25年12月31日） 

（注）平成25年９月期第１四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、平成25年９月期第１四半期の実績及び増減率は記載しておりません。 

(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1四半期 4,198 ― 117 ― 133 ― 190 ―
25年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年9月期第1四半期 409百万円 （―％） 25年9月期第1四半期 ―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1四半期 14.21 ―
25年9月期第1四半期 ― ―

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

26年9月期第1四半期 14,412 5,543 38.5 413.42
25年9月期 13,727 5,335 38.9 397.90
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 5,543百万円 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 ―
26年9月期（予想） 5.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
1．業績予想の修正については、添付資料４ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照下さい。 
2．平成25年９月期第２四半期は、四半期連結財務諸表を作成しておりません。そのため、第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率は、記載しておりませ
ん。また、通期の対前期増減率は、平成25年９月期（第３四半期より連結決算）との比較であります。 

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

第2四半期(累計) 8,200 ― 240 ― 220 ― 200 ― 14.91
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）４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
②①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1Q 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1Q 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1Q 13,409,915 株 25年9月期1Q 13,409,915 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年10月１日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、政府の

経済対策や日銀による金融緩和、米国経済の回復などを下支えに輸出企業を中心に業績が回復に向かう

中、個人消費においては、株価上昇に伴う資産効果や消費マインドの好転により高額商品の売上が伸び

るなど、緩やかな回復を見せております。 

しかしながら、円安に伴う輸入価格の上昇やエネルギー価格の高騰によるコスト上昇に加え、個人所

得は伸び悩み傾向にあり、一般的な生活関連消費に関しては依然として厳しい状況が続きました。ま

た、小売各種業態での出店の増加に伴い、業態の垣根を超えた競争が激化し価格競争が激しさを増すな

ど、当社グループの主要取引先である小売業界では厳しい状況が続きました。  

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、営業生産グループ、ＯＥＭ生産グループの３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。また、アジアを中心とした海外市場においては化粧雑貨商品への市場ニーズが顕在化しつつあ

り、引き続き新規顧客の開拓及び既存顧客向けの取引額拡大を積極的に進めております。中でも、日系

小売業各社の海外出店が増加していることで、棚割りを含め売り場の提案が出来る当社の優位性が発揮

されております。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）はプラザ、ロフトな

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始まっております。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,198,930千円、営業利益は117,240千円、経常

利益は133,827千円、四半期純利益は190,558千円となりました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、対前年同期比につい

ては記載しておりません。  

（注）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。  

  

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１四半期連結累計期間の売上高は2,583,384千円となりました。 

  

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１四半期連

結累計期間の売上高は737,995千円となりました。 

  
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１四半期連結

累計期間の売上高は476,471千円となりました。 

  

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１四半期連結累計期

間の売上高は401,079千円となりました。 

  

(資産、負債及び純資産）  

①資産  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて685,307千円増加し、

14,412,400千円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて775,318千円増加し、10,696,445千円となりました。これ

は主に、受取手形及び売掛金が559,648千円、商品が158,383千円、為替予約が348,928千円の増加に

対し、現金及び預金が322,390千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90,010千円減少し、3,715,954千円となりました。これは

主に、有形固定資産が11,332千円、無形固定資産が53,504千円、投資その他の資産が25,173千円減少

したこと等によるものであります。 

  
②負債  

当第１四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477,186千円増加し、

8,868,521千円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて483,062千円増加し、5,417,600千円となりました。これは

主に、買掛金が198,804千円、1年内返済予定の長期借入金が140,000千円、その他が500,933千円の増

加に対し、未払法人税等が291,675千円、賞与引当金が72,200千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5,876千円減少し、3,450,921千円となりました。これは主

に、長期借入金が359,862千円の増加に対し、役員退職慰労引当金が366,288千円減少したこと等によ

るものであります。 

  
③純資産  

当第１四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208,121千円増加し、

5,543,878千円となりました。これは主に、繰延ヘッジ損益が210,863千円増加したこと等によるもの

であります。  

  

（２）財政状態に関する説明
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平成26年２月10日において、第２四半期累計及び通期の連結業績予想の修正を行っております。 

なお、詳細につきましては、平成26年２月10日に発表いたしました「連結業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

平成26年９月期第２四半期累計連結業績予想数値の修正（平成25年10月１日～平成26年３月31日） 

（注）平成25年９月期第２四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前期第２四半期実

績については記載しておりません。 

  

平成26年９月期通期連結業績予想数値の修正（平成25年10月１日～平成26年９月30日）  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり 
四半期純利益

 

前回発表予想（Ａ）

百万円

8,200

百万円

240

百万円

220

百万円

97

円 銭

7.23

今回修正予想（Ｂ） 8,200 240 220 200 14.91

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 103

増減率（％） 0 0 0 106.2

（ご参考） 
前期第２四半期実績 
（平成25年９月期）

― ― ― ― ―

 

  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

 

前回発表予想（Ａ）

百万円

16,100

百万円

490

百万円

450

百万円

225

円 銭

16.78

今回修正予想（Ｂ） 16,100 490 450 320 23.86

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 95

増減率（％） 0 0 0 42.2

（ご参考）前期実績 
（平成25年９月期）

13,781 102 413 481 35.91
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,003,478 4,681,088

受取手形及び売掛金 2,596,888 3,156,537

商品 1,547,784 1,706,167

貯蔵品 87,674 109,574

為替予約 592,602 941,530

その他 115,683 125,461

貸倒引当金 △22,983 △23,913

流動資産合計 9,921,127 10,696,445

固定資産   

有形固定資産 1,956,698 1,945,365

無形固定資産   

のれん 667,332 630,932

その他 293,472 276,368

無形固定資産合計 960,805 907,301

投資その他の資産   

その他 891,547 866,373

貸倒引当金 △3,086 △3,086

投資その他の資産合計 888,461 863,287

固定資産合計 3,805,964 3,715,954

資産合計 13,727,092 14,412,400

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,092,188 2,290,993

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,164,732 1,304,732

未払法人税等 336,660 44,985

賞与引当金 137,000 64,800

返品調整引当金 32,500 39,700

その他 971,456 1,472,389

流動負債合計 4,934,537 5,417,600

固定負債   

長期借入金 2,922,334 3,282,196

退職給付引当金 55,214 44,539

役員退職慰労引当金 412,704 46,416

資産除去債務 37,035 37,121

その他 29,509 40,647

固定負債合計 3,456,798 3,450,921

負債合計 8,391,335 8,868,521
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31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 4,151,277

自己株式 △52 △52

株主資本合計 4,971,628 4,961,038

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 25,923

繰延ヘッジ損益 346,052 556,915

その他の包括利益累計額合計 364,127 582,839

純資産合計 5,335,756 5,543,878

負債純資産合計 13,727,092 14,412,400

ＳＨＯ－ＢＩ株式会社（7819）　平成26年９月期 第１四半期決算短信（連結）

- 7 -



（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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 4,198,930

売上原価 2,997,495

売上総利益 1,201,434

返品調整引当金戻入額 32,500

返品調整引当金繰入額 39,700

差引売上総利益 1,194,234

販売費及び一般管理費 1,076,994

営業利益 117,240

営業外収益  

受取利息 2,011

受取配当金 1,290

不動産賃貸収入 6,384

為替差益 21,426

その他 4,457

営業外収益合計 35,570

営業外費用  

支払利息 13,655

不動産賃貸費用 4,327

その他 999

営業外費用合計 18,983

経常利益 133,827

特別利益  

保険解約返戻金 18,412

特別利益合計 18,412

特別損失  

固定資産除却損 114

特別損失合計 114

税金等調整前四半期純利益 152,125

法人税、住民税及び事業税 38,847

法人税等調整額 △77,280

法人税等合計 △38,433

少数株主損益調整前四半期純利益 190,558

四半期純利益 190,558
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,558

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 7,848

繰延ヘッジ損益 210,863

その他の包括利益合計 218,711

四半期包括利益 409,270

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 409,270
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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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