
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年３月期　決算短信 平成19年５月15日

上場会社名 シャディ株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部

コード番号 8048 ＵＲＬ　http://shaddy.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表執行役社長 （氏名）上島　豪太

問合せ先責任者　（役職名）
常務執行役

企画管理本部長
（氏名）香川　浩三 ＴＥＬ　（03） 5400　－ 5668

定時株主総会開催予定日 平成19年６月28日 配当支払開始予定日 平成19年６月14日

有価証券報告書提出予定日 平成19年６月29日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 73,232 △7.0 △628 － 622 △75.1 212 △85.9

18年３月期 78,771 △2.0 436 － 2,501 515.1 1,504 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 10 94 － － 0.7 1.2 △0.9

18年３月期 77 56 77 56 4.9 4.8 0.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 48,422 30,733 63.1 1,580 87

18年３月期 52,535 31,613 60.2 1,626 18

（参考）自己資本 19年３月期 30,549百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △1,069 △11,883 △936 7,020

18年３月期 2,514 8,563 △494 20,912

２．配当の状況

 中間期末  期末  年間
配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 14 00 21 00 35 00 679 45.1 2.2

19年３月期 18 00 18 00 36 00 696 329.1 2.2

20年３月期（予想） 18 00 18 00 36 00  － 439.6 － 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 38,200 5.2 100 △78.5 410 △66.3 160 △76.5 8 27

通  期 79,600 8.7 △233 － 545 △12.4 158 △25.5 8 19
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４．その他

(1）期中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）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 20,287,575株 18年３月期 20,287,575株

②　期末自己株式数 19年３月期 962,821株 18年３月期 847,256株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 71,529 △6.8 △464 － 743 △67.1 756 △49.8

18年３月期 76,744 △3.6 265 － 2,256 308.2 1,508 414.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 39 00 － －

18年３月期 77 73 77 72

(2）個別財政状態

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

19年３月期 46,555 29,925 64.3 1,548 47

18年３月期 49,860 30,479 61.1 1,567 83

（参考）自己資本 19年３月期 29,925百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想につきましては、個別情報の重要性判断により記載を省略しております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、業績予想に関する注意事項等につきましては、３ページ「１．経営成績(１)経営成績に関する分析」をご参

照ください。
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１．経営成績
(１）経営成績に関する分析

 (1）当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、製造業を中心とする業績好調な企業による設備投資の増加や雇用環境の大幅な

改善など明るい指標が増えてきたものの、個人消費については、原油価格の高騰や金利引上げなどの影響もあり、本格的

な景気回復を実感するまでには至らない状況で推移いたしました。

流通業界においても、取扱商品や業態の垣根を越えた企業再編が進むなかで、競争はますます激化し、厳しい環境が続い

ております。

　このような状況の中で、当社グループはコア事業である「返礼ギフト」「中元・歳暮」市場におけるシェアの回復と量

的拡大を目指して、積極的な販売促進施策を実施してまいりました。  

主力媒体であるカタログについても中期的な売上回復をにらんで、カタログギフト「アズユーライク」のサービス面およ

び商品開発力強化を進めながら、競合他社からのシェア奪還に着手しております。

　また、従来の販売チャネルに加えてネット受注の拡大、クライアント専用サイトを通じた新たな販路である「ネットア

ライアンス事業」の立ち上げにも注力してまいりました。

　こうした取組みの結果、当連結会計年度の売上高は、732億32百万円と前期比55億38百万円（7.0％減）の減収ながら、

修正計画は上回る結果となりました。

　利益面におきましては、売上高減少の影響が大きく、また、仕入コスト削減や厳格な経費支出管理の徹底に努める一方

で、新販路開拓に対応するシステム増強費用のほか、ネットを中心とした顧客獲得費用、カタログ刷新費用などの投入に

より営業損失６億28百万円(前期は営業利益４億36百万円)となり、経常利益は６億22百万円(前期比18億78百万円減)とな

りました。当期純利益につきましては、税金費用の増加もあり２億12百万円(前期比12億92百万円減)となりました。

　なお、前期実績には、経常利益に為替予約解約益５億15百万円を含み、特別利益には不動産売却益26億８百万円を計上

したほか、特別損失に固定資産減損損失５億41百万円および子会社整理損10億28百万円を計上するなど特殊要因が含まれ

ていたため、当期との変動が大きくなっております。

 

 (2）次期の見通し

 　当社グループは平成17年10月のＵＣＣグループ入り以来、当社グループの事業構造、収益構造の分析を進めながら「成

長戦略」「競争戦略」「効率化戦略」の３つの観点から業績の回復と「新生シャディ」の創出に向けて取組んでまいりま

した。

 「成長戦略」「競争戦略」としては、コア事業の「返礼ギフト」「中元・歳暮」の徹底強化と平行して、戦略子会社ス

リーハート・コーポレーションを軸にした「ネットショッピング」「ネットアライアンス事業」拡大が順調に推移してお

り、売上高という目に見える形で実現していけるものと考えております。

　また、物販という領域にとどまらない「さまざまな想いを添えて贈る」というギフト事業と親和性の高い「家族のよう

なペットへの想い」を形にする「ペット保険事業」(シャディもっとぎゅっと株式会社)および「ペット会員事業」(もっ

とぎゅっとペット株式会社)という新たなビジネスが立ち上がってまいります。

　

　 商品開発面では、主力商品のカタログギフト「アズユーライク」のサービス、商品、カタログなどを大幅に刷新して

「新アズユーライク」として投入しシェアの奪還に注力しており、徐々に成果が出始めております。

 「効率化戦略」の面では、不採算事業の整理・統合は計画どおりに進んでおりＵＣＣグループ全体としてのコスト削減

や仕入業務の大幅な効率化をもたらす新ＥＤＩの推進など、次期において、その成果が拡大していくものと考えておりま

す。

　こうした取組みによって連結売上高は、減少傾向から増収に転じると見込んでおりますが、ペット関連事業を中心とし

て、新たな顧客開拓や「ギフトのシャディ」から「ペットもシャディ」といったブランド構築への投資、新たな成長へ向

けたＩＴ投資等を積極的に行ってまいります。

　次期の業績につきましては、売上高が796億円、経費の増加により２億33百万円の営業損失、経常利益は５億45百万円、

当期純利益は１億58百万円を見込んでおります。
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(２）財政状態に関する分析

 ① 資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ41億13百万円減少し、484億22百万円となりました。主な

要因は、平成18年３月期に行った不採算事業の見直しの結果として、固定資産売却益を計上したことなどにより、当

連結会計年度における法人税等の支払24億29百万円が発生したほか、受取手形及び売掛金の減少ならびに投資有価証

券の時価評価による減少等があったことによるものです。

負債につきましても、未払法人税等の減少等により前連結会計年度末に比べ25億52百万円減少し、176億89百万円と

なりました。

　純資産につきましては、配当金の支払、自己株式の取得ならびにその他有価証券評価差額金の減少等により、307

億33百万円となりました。

 ② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ138億91百万

円減少し、70億20百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、10億69百万円(前年同期は25億14百万円の獲得）となりました。これは主に税金

等調整前当期純利益８億円(前年同期比 77.5%減)の計上に対して、貸倒引当金の減少額４億15百万円、仕入債務の減

少額２億61百万円ならびに法人税等の支払額24億29百万円等があったことによるものであります。

（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 118億83百万円(前年同期は85億63百万円の獲得) となりました。これは主に投資

有価証券の売却による収入２億75百万円等があったものの、資金の効率的活用を目的としたグループ内におけるＣＭ

Ｓ（キャッシュマネージメントシステム）への拠出としての貸付による支出97億16百万円等があったことによるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は ９億36百万円(前年同期比89.5%増)となりました。これは主に配当金の支払額７億

56百万円および自己株式の取得による支出３億38百万円等があったことによるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％）  54.9 55.7 57.5 60.2 63.1 

時価ベースの自己資本比率

（％）
41.9 44.0 41.2 81.0 58.3 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
    －      －  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
　 － 　 －  　 －   －  －

（注）１．各指標の計算式は以下のとおりです。

　　　　　自己資本比率：自己資本／総資本

　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　３．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行株式数(自己株式控除後)により算出しております。

　　　４．債務償還年数は有利子負債がありませんので、またインタレスト・カバレッジ・レシオは利払いの金額が僅

   　　　 少のため、それぞれの記載を省略しております。
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(３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

①　株主の皆様には、業績に応じた増配・株式分割などの利益配分に努める方針であり、配当性向30％以上の継続的

実現を目標としております。また証券市場の動向も勘案して、自社株買い付けにも機動的に対応する方針でありま

す。

②　当社は、長期的な経営基盤の安定のため、財務の健全性を維持しながら内部留保の充実をはかっていくことを基

本としております。

③　当社は、配当支払いに関しましては、従来どおり中間配当、期末配当の年２回の配当を継続していく予定であり

ます。

なお、今期の株主配当については、既にお知らせのとおり前期より１円増配し、１株当たり年間３６円(うち中間配

当金１８円)とすることを予定しております。

(４）事業等のリスク

　　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主な事項

は次のようなものであります。

　なお、これらのリスクは現時点で予測されるものでありますが、将来の想定に関しては不確実性を内在しており、

実際の結果と大きく異なる可能性もあります。

 

① 情報システムや物流システムの障害が発生した場合の影響について

　情報システムについては耐震性の高い外部の情報センター内に格納するなどの防災対策を講じておりますが、大

規模な自然災害などにより、当社グループの情報システムや物流システムなどの中枢機能が壊滅的な損害を受けた

場合、当社グループの出荷が不可能あるいは遅延することにより復旧までの期間の売上高が低下する可能性があり

ます。さらに、それらの設備機能の修復や代替などのための費用が、損害保険により担保している金額を超えるこ

とになった場合に、巨額な資金が必要となる可能性があります。

 

② 売上高の季節的変動の影響について

　当社グループの年間売上高構成比として、中元期（６月～７月）および歳暮期（11月～12月）の４ケ月における

売上高が、年間売上高の約50％と大きな比率を占めております。

　冷夏暖冬、台風、災害等の気象状況の変化や中元歳暮商戦の商品政策の誤りなどにより、この時期の売上高が計

画を下回った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③ 個人情報の管理について

　当社グループは、チェーン店の顧客および当社ホームページやカスタマーセンターを通じて蓄積した顧客に関す

る情報を保有しております。個人情報については、その重要性を認識して、情報の利用や保管等、社内管理体制を

整備しておりますが、予期せぬコンピュータシステムのトラブルや犯罪等不測の事態により、個人情報が外部に漏

洩するような事態となった場合には、社会的信用、企業ブランドが失墜し、売上の減少、損害賠償による費用の発

生等により業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当企業集団は、全国のチェーン店にギフト用品ならびに生活関連用品を供給するチェーン本部の役割を果たしている

シャディ株式会社（当社）を中核会社として、連結子会社７社および非連結子会社３社で構成されております。　

当企業集団は、当社および連結子会社を含めたグループ全体が“ギフト関連事業”を通じて日本の良き生活習慣である

「贈りもの文化」の推進と向上に取組んでおります。

 当企業集団の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

 

消      費      者 

 (連結子会社)［物流業務］［Ｅコマース事業］ 

スリーハート・コーポレーション株式会社 

連結財務諸表提出会社 

シ ャ デ ィ 株 式 会 社 

全国チェーン店 

(連結子会社)［商品供給］ 

上海謝迪礼品有限公司 

株式会社ｱﾋﾟｯｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

シャディ陶器株式会社 

シャディ中忠株式会社 

 

(非連結子会社) 

邦栄サービス株式会社 

他２社 

受 

注 

納 

品 
出
荷 

宅 

配 

代 

行 サ ラ ダ 館 

一 般 加 盟 店 

出
荷
指
示 

受 

注 

納 

入 

発  注 

（親会社） 

ＵＣＣ上島珈琲株式会社   

発 

注 

納 入 

受
注 

発
注 

納
品 

（注）１．提出会社の親会社は、ＭＲＣホールディングス株式会社(直接保有　議決権比率56.99％)およびＵＣＣ上島珈

琲株式会社(間接保有　議決権比率56.99％)の２社であります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＵＣＣ上島珈琲株式会社がＭＲＣホールディングス株式会社の全株式を保有していることから、ＵＣＣ上島

珈琲株式会社が開示対象の親会社となっております。

なお、提出会社とＭＲＣホールディングス株式会社との営業上の取引はありません。

（注）２．当連結会計年度において、シャディもっとぎゅっと株式会社(ペット保険事業　旧社名　株式会社ペットライ

フ)の全株式を取得したことから、連結の範囲に含めております。

同社と当企業集団の直接の事業上の取引が発生していないことから、上表には記載しておりません。

（注）３．当連結会計年度において、フォーハート・コーポレーション株式会社を設立し、連結の範囲に含めておりま

すが、営業を開始していないため上表には記載しておりません。

（注）４．前連結会計年度において連結子会社であったシャディ漆器工芸株式会社については、平成18年10月2日付を

もって、提出会社保有の同社の全株式を譲渡したため、同社は連結対象からはずれることとなりました。
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３．経営方針
１．経営の基本方針

①　当社は1926年に創業以来、ギフト用品ならびに生活関連用品を取扱う生活者・消費者に極めて関連の深い生活直

結事業にたずさわっており、全国のチェーン店と強い連携をはかりながら「良い商品を（品質）、迅速に（納期）、

しかもリーズナブルな価格で（価格）提供すること」を営業推進上の重要な指針としております。

②　当社グループの経営の最重要課題は株主価値の最大化をはかることであり、投資家にとって魅力ある企業になる

ことを目指しております。

③　小売流通業界における当社グループの最大の特徴は「全国に組織化されたチェーン店網」、「カタログ等の印刷

媒体」、「ＴＶや新聞広告などのマス媒体」、「インターネットやモバイル」などのメディアを複合させて多面的

な顧客接点を持ちながら、顧客にあわせた商品提案を行う「有店舗メディアミックス型」という独特の販売方式で

あり、当社が永年にわたって築き上げてきた「対応力のある物流力」、「メーカーからチェーン店を結んだ情報ネッ

トワーク」ならびに「ギフトに関するノウハウ」などを基盤として、強固な仕組みを作り上げております。 

④　これにより、全国のチェーン店は最少の在庫負担での営業が可能となり、地域密着、家庭密着を前提とし、カタ

ログなどをモトにして、消費者との良き人間関係を築きながら販売を行っております。

⑤　このように業務を分担することにより各々が得意な分野に注力することができ、変化の激しい環境のなかで消費

者への適時、適切な対応が可能になります。さらに全国的に店舗展開することによって経営の効率化やお客様に信

頼を得るなどの相乗効果を発揮し、業容の拡大をはかっております。 

⑥　当社グループは全国のチェーン店と“商販一体”のパートナーとなることが重要と考えております。そのため当

社グループはチェーン店における生産性を高め、効率の良い店舗運営に関する支援を行い、個々のチェーン店の努

力に見合った適切な利益が計上できるように努めております。 

 

２．目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題は、平成19年３月期中間決算短信（平　

成18年11月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

  http://shaddy.jp/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索サービスＵＲＬ）

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）　

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 21,174 7,783  

２．受取手形及び売掛金 ※６ 9,853 9,294  

３．たな卸資産 3,450 3,052  

４. 短期貸付金 － 9,532  

５．繰延税金資産 419 124  

６. その他 1,736 2,298  

７．貸倒引当金 △954 △660  

流動資産合計 35,681 67.9 31,424 64.9 △4,256

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 10,885 10,591

減価償却累計額 5,461 5,423 5,587 5,004  

２．機械装置及び運搬具 6,952 6,916

減価償却累計額 4,272 2,679 4,621 2,295  

３．土地 4,715 4,605  

４．建設仮勘定 6 －  

５．その他 1,700 1,792

減価償却累計額 1,276 423 1,406 385  

有形固定資産計 13,248 25.2 12,291 25.4 △957

(2）無形固定資産

１．のれん － 457  

２．その他 919 1,065  

無形固定資産計 919 1.8 1,522 3.1 602

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 900 439  

２．商品券発行保証金 ※２ 800 800  

３．繰延税金資産 538 349  

４．投資用不動産  －  1,243   

 　 減価償却累計額 － － 75 1,168  

５．その他 ※１ 852 591  

６．貸倒引当金 △404 △166  

投資その他の資産計 2,685 5.1 3,183 6.6 498

固定資産合計 16,854 32.1 16,997 35.1 143

資産合計 52,535 100.0 48,422 100.0 △4,113
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※６ 11,579 11,286  

２．未払法人税等 2,046 18  

３．商品券
※２
 

2,772 2,435  

４．賞与引当金 182 39  

５．その他 1,744 1,915  

流動負債合計 18,325 34.9 15,694 32.4 △2,631

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 850 1,007  

２．役員退職慰労引当金 182 154  

３．預り保証金 450 448  

４．連結調整勘定 230 －  

５．負ののれん － 175  

６．その他 201 208  

固定負債合計 1,915 3.6 1,995 4.1 79

負債合計 20,241 38.5 17,689 36.5 △2,552

（少数株主持分）

少数株主持分 681 1.3 － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 3,435 6.6 － － －

Ⅱ　資本剰余金 4,799 9.1 － － －

Ⅲ　利益剰余金 23,849 45.4 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

433 0.8 － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 62 0.1 － － －

Ⅵ　自己株式 ※４ △966 △1.8 － － －

資本合計 31,613 60.2 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

52,535 100.0 － － －
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  3,435 7.1 －

２．資本剰余金   － －  4,805 9.9 －

３．利益剰余金   － －  23,309 48.1 －

４．自己株式   － －  △1,183 △2.4 －

　　株主資本合計   － －  30,367 62.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  89 0.2 －

２．繰延ヘッジ損益   － －  2 0.0 －

３．為替換算調整勘定   － －  91 0.2 －

　　評価・換算差額等合計   － －  182 0.4 －

Ⅲ　新株予約権   － －  － － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  183 0.4  

純資産合計   － －  30,733 63.5 －

負債純資産合計   － －  48,422 100.0 －
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高　 78,771 100.0 73,232 100.0 △5,538

Ⅱ　売上原価 63,099 80.1 58,981 80.6 △4,118

売上総利益 15,671 19.9 14,251 19.4 △1,420

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 1,198 1,222

２．発送梱包費 5,564 5,402

３．従業員給料賞与 2,885 3,031

４. 賞与引当金繰入額 196 39

５．その他 5,389 15,235 19.3 5,184 14,880 20.3 △354

営業利益又は営業損失
（△）

436 0.6 △628 △0.9 △1,065

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 10 59

２．仕入割引 155 －

３．未回収商品券受入益 1,122 915

４．為替予約解約益 515 －

５．その他 296 2,100 2.6 315 1,291 1.8 △809

Ⅴ　営業外費用

１．売上割引 29 28

２．その他 6 36 0.0 11 40 0.0 3

経常利益 2,501 3.2 622 0.9 △1,878

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益  5 195

２．補償料返還金  － 120

３. 出資金売却益  － 66

４．固定資産売却益 ※１ 2,608 1

５．貸倒引当金戻入益  106 257

６．保険積立金解約益  20 2,740 3.4 － 641 0.8 △2,099
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 34 9

２．子会社整理損 ※３ 1,028 188

３．減損損失 ※４ 541 －

４．退職給付費用  － 117

５．投資有価証券売却損 ※５ － 145

６．その他 73 1,678 2.1 2 463 0.6 △1,214

税金等調整前当期純利
益

3,563 4.5 800 1.1 △2,762

法人税、住民税及び事
業税

2,121 30

還付法人税等 － △32

法人税等調整額 △59 2,062 2.6 620 618 △0.8 △1,443

少数株主損失（△） △3 △0.0 △30 △0.0 △26

当期純利益 1,504 1.9 212 0.3 △1,292

(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）　

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,796

Ⅱ　資本剰余金増加高

　　　自己株式処分差益 2 2

Ⅲ  資本剰余金期末残高 4,799

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 22,896

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 1,504 1,504

Ⅲ　利益剰余金減少高

１.配当金 543  

２.連結範囲変更に伴う
減少高

8 551

Ⅳ　利益剰余金期末残高 23,849

シャディ㈱(8048)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 12 －



連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,435 4,799 23,849 △966 31,117

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △756  △756

当期純利益   212  212

自己株式の取得    △338 △338

自己株式の処分  6  122 128

連結範囲の変動   4  4

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 6 △539 △216 △750

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,435 4,805 23,309 △1,183 30,367

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

433 － 62 496 － 681 32,294

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当       △756

当期純利益       212

自己株式の取得       △338

自己株式の処分       128

連結範囲の変動       4

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△344 2 29 △313 － △497 △811

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△344 2 29 △313 － △497 △1,561

平成19年３月31日　残高
（百万円）

89 2 91 182 － 183 30,733
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー　

税金等調整前当期純利益 3,563 800

減価償却費  1,266 1,140

連結調整勘定償却額  △78 －

負ののれん償却額  － △85

子会社整理損 680 11

減損損失 541 －

退職給付引当金の増減額 28 169

役員退職慰労引当金の増
減額

△298 28

賞与引当金の増減額 △4 △139

貸倒引当金の増減額 △176 △415

受取利息及び受取配当金 △10 △60

投資有価証券売却益 △5 △195

投資有価証券売却損 － 145

為替差損益 △16 △5

有形固定資産売却益 △2,608 －

有形固定資産除却損 34 9

売上債権の増減額 1,206 362

たな卸資産の増減額 205 352

その他の流動資産の増減
額

1,036 △239

仕入債務の増減額 △1,701 △261

未払消費税等の増減額 258 △248

その他の流動負債の増減
額

△514 △170

その他 △851 74

小計 2,555 1,272

利息及び配当金の受取額 12 57

利息の支払額 △1 △0

法人税等の支払額 △51 △2,429

還付法人税等の受取額 － 29

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,514 △1,069

シャディ㈱(8048)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 14 －



前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金等の預入による
支出

△167 △675

定期預金等の払戻による
収入

212 174

投資有価証券の取得によ
る支出

△6 △123

投資有価証券の売却によ
る収入

11 275

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による
支出

 ※３ － △302

子会社株式の取得による
支出

△17 △91

新規連結子会社株式の取
得による支出

 ※２ － △350

出資金の払込による支出 △0 △11

子会社出資金の売却によ
る収入

－ 35

有形固定資産の取得によ
る支出

△285 △198

有形固定資産の売却によ
る収入

9,041 15

無形固定資産の取得によ
る支出

△324 △310

貸付けによる支出 △195 △9,716

貸付金の回収による収入 4 135

保証金の差入による支出 △46 △8

保証金の返還による収入 39 6

商品券発行保証金の差入
による支出

△800 －

有価証券の償還による収
入

800 －

投資用不動産の取得によ
る支出

－ △1,031

その他 297 295

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

8,563 △11,883
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

自己株式の取得による支
出

△2 △338

自己株式の処分による収
入

53 128

配当金の支払額 △541 △756

少数株主への配当金の支
払額

△3 △6

その他 － 36

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△494 △936

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

43 11

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

10,627 △13,878

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

10,219 20,912

Ⅶ　連結範囲の変更を伴う現金
及び現金同等物の増減額

64 △13

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

 ※１ 20,912 7,020
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数　　８社 (1）連結子会社数　　８社

連結子会社名 連結子会社名

スリーハート・コーポレーション㈱

上海謝迪礼品有限公司

㈱アピックスインターナショナル

シャディ陶器㈱

シャディ漆器工芸㈱

シャディ中忠㈱

㈱シャディグルメ倶楽部

シャディサンクス＆サービス㈱

スリーハート・コーポレーション㈱

シャディもっとぎゅっと㈱

フォーハート・コーポレーション㈱

上海謝迪礼品有限公司

㈱アピックスインターナショナル

シャディ陶器㈱

シャディ漆器工芸㈱

シャディ中忠㈱

  ㈱シャディグルメ倶楽部およびシャ

ディサンクス＆サービス㈱の２社は、

当連結会計年度から連結の範囲に含め

ております。

　なお、当該２社は事業再編の一環と

して業務をシャディ㈱およびスリー

ハート・コーポレーション㈱に移管す

るため、平成18年３月末日をもって解

散し、清算手続きを行っております。

上記のうち、シャディもっとぎゅっと

㈱(旧社名　㈱ペットライフ)は株式取

得により、フォーハート・コーポレー

ション㈱は設立によりそれぞれ、当連

結会計年度から連結の範囲に含めてお

ります。

シャディ漆器工芸㈱については、平成

18年10月２日付で提出会社所有の株式

全株を売却いたしました。

　スリーハートロジスティクス㈱は平

成18年３月27日付をもって、社名をス

リーハート・コーポレーション㈱に変

更いたしました。 

　

(2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

電子金券開発㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

　主要な非連結子会社

邦栄サービス㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

　　該当事項はありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

（電子金券開発㈱ほか４社）及び関連会

社（セキセー㈱、㈱オフィス２０２０新

社）は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しております。

(1）持分法適用の関連会社数

　　該当事項はありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

（邦栄サービス㈱他2社）及び関連会社

（セキセー㈱、㈱オフィス２０２０新

社）は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　上海謝迪礼品有限公司の決算日は、12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日との間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　────

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法

　（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。）

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。）

時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ　デリバティブ

　時価法

ロ　デリバティブ

　　　　　　   同左

ハ　たな卸資産

　主として先入先出法による原価法に

よっております。

ハ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　主として定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

イ　有形固定資産(投資用不動産を含む)

主として定率法によっております。

　　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。 

　　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

　建物及び構築物　　　　３年～50年

　機械装置及び運搬具　　４年～17年

　建物及び構築物　　　　３年～50年

　機械装置及び運搬具　　４年～17年

ロ　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により計

上し、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収の可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

連結会計年度の負担額を計上しておりま

す。

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、将来の支給見込額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しております。 

 

(追加情報)

　提出会社においては、平成18年７月に導

入された新人事制度により、賞与支給額の

確定が可能となりましたので、当期の負担

すべき金額(153百万円)を「未払賞与」と

して流動負債の「その他」に計上しており

ます。 

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額を計上し

ております。

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため当連結会

計年度末における退職給付債務の見込額に

基づき、当連結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上しております。

提出会社は原則法により算定し、連結子会

社は簡便法によって算定しております。

なお、提出会社においては、数理計算上の

差異は、各年度の発生時における平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。

（会計処理の変更）

　当連結会計年度より退職給付債務の算定

方法を提出会社においては、簡便法から原

則法に変更いたしました。この変更は従業

員の増加等にともない、退職給付に係る会

計処理をより適切に行うためであります。

この変更にともなって発生する原則法によ

る退職給付債務と簡便法による退職給付債

務の差額117百万円は特別損失に計上して

おります。この結果、従来の方法によった

場合に比較して、営業利益、経常利益は27

百万円増加し、税金等調整前当期純利益は

90百万円減少しております。

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金規程および内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

ニ　役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替

予約取引等）

　ヘッジ対象…外貨建金銭債務および外

貨建予定取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…同左

　ヘッジ対象…同左

ハ　ヘッジ方針

　輸入取引に係る外貨建金銭債務および

外貨建予定取引に対して為替相場の変動

によるリスクをヘッジする目的で行って

おります。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であるため、ヘッジに高い

有効性があるものと判断しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

　消費税の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

─────

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　───── 　のれん及び負ののれんの償却については、

発生日以後、投資効果が発現する期間(５

年～10年)で均等償却を行っております。

なお、少額なものは発生時に一括償却して

おります。

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

─────

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３カ月以内に満期または償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(固定資産の減損に係る会計基準)　

  当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計審

議会　企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）

を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は、541百万円減少し

ております。

なお、減損損失累計額については、当該資産の金額から

直接控除しております。   

─────

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、30,547百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

─────  (ストック・オプション等に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」(企業会計基準第8号　平成17年12月27日)

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月31日)

を適用しております。

　なお、権利行使がなされないまま当連結会計年度末を

もって権利行使期間満了となりましたので、損益に与え

る影響はありません。

 ─────  (仕入割引に係る会計基準)　

  前連結会計年度まで仕入代金現金決済時に受取る現金

歩引きについては、営業外収益の「仕入割引」として会

計処理しておりましたが、当連結会計年度より、仕入控

除項目として、「売上原価」に含めて処理することに変

更しました。

　この変更は、市場の実勢金利との乖離により金利とし

ての側面が薄れて、商品コスト引下げ、仕入割戻と同様

の商品価格政策の一部となってきた実態に即して、より

適切な表示を行なうためのものでもあります。

　この変更により、従来の方法と比べ営業利益は、138百

万円増加し営業外収益が同額減少しております。   
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(連結貸借対照表)     

　　　　　　　　　   ─────  

(連結貸借対照表)

 「短期貸付金」は、前連結会計年度末は、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末

において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しま

した。なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」の金額は、

198百万円であります。

 

　 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として表

示していたものは、「負ののれん」として表示しておりま

す。

 (連結損益計算書）　　　 

　「売上割引」は、前連結会計年度まで営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲

記しました。

 なお、前連結会計年度における「売上割引」の金額は2百

万円であります。　　　　　　 

(連結損益計算書）　　

　　　　　　　　　   ─────  

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　　　　　　　　   ─────  

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

   前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て表示していたものは、「負ののれん償却額」として表示

しております。

　追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(連結貸借対照表)    ─────   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(連結貸借対照表)

投資用不動産

　前連結会計年度までは、一部の賃貸資産も有形固定資産

に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度において

賃貸目的の土地を総額1,031百万円にて取得した結果、賃

貸目的資産の重要性が増すこととなったため、当社が事業

の用に供する固定資産と区分して、投資その他の資産の

「投資用不動産」として表示することに変更いたしまし

た。

　この結果、従来の表示方法と比較して、有形固定資産

(建物、構築物、土地)が1,168百万円(簿価)減少し、投資

その他の資産の「投資用不動産」が同額増加しておりま

す。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 130百万円

その他（出資金） 23百万円

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 108百万円

その他（出資金） 23百万円

※２　担保資産および担保付債務 ※２　担保資産および担保付債務

担保に供している資産 担保に供している資産

商品券発行保証金 800百万円 商品券発行保証金 800百万円

商品券発行保証金は現金にて供託しております。 商品券発行保証金は現金にて供託しております。

担保付債務 担保付債務

商品券 2,772百万円 商品券 2,435百万円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式20,287,575株で

あります。　

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式20,287,575株で

あります。　

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式847,256

株であります。 

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式962,821

株であります。 

  ５　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額　　　　1,420百万円 

借入実行残高 　　　 　　 －百万円 

差引額 　　 　　　　　1,420百万円 

  ５　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額　　　　1,150百万円 

借入実行残高 　　　 　　 －百万円 

差引額 　　 　　　　　1,150百万円 

※６　             ────── ※６　当連結会計年度末日満期手形の会計処理

　当連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しており、

その金額は次のとおりであります。

　　　　　　　　受取手形　 560百万円

　　　　　　　　支払手形　　 0百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　固定資産売却益の明細　 ※１　固定資産売却益の明細　

土地 2,162百万円

建物 446百万円

その他 1百万円

※２　固定資産除却損の明細 ※２　固定資産除却損の明細

構築物 4百万円

その他 30百万円

その他 9百万円

※３　子会社整理損の明細

子会社出資金評価損 680百万円

貸倒引当金繰入(貸付金) 296百万円

清算費用（未払費用） 52百万円

※３　子会社整理損の明細

清算費用 188百万円

※４  減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

  場　所：大阪市天王寺区

　用　途：店舗

　種　類：土地および借地権

　減損額：346百万円

 

　場　所：大阪市天王寺区ほか　

　用　途：遊休資産

　種　類：土地

　減損額： 58百万円

 

　場　所：山梨県甲府市

　用　途：賃貸土地

　種　類：土地

　減損額：136百万円

 

 　当社グループの資産グルーピングは本社機能および各地

 　の物流センター、支店については共用資産として行い、

　

　 直営店舗、遊休資産については個別物件単位で行ってお

　 ります。

   このうち市場価格が著しく下落した物件について帳簿価

　 額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失  

   541百万円として計上いたしました。

　 なお、当該資産の回収可能価額は不動産鑑定評価を行い

 　主に正味売却価額で算定しております。

※４  　　　　　　　─────

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５　　　　　　　　───── ※５　投資有価証券売却損は、シャディ漆器工芸株式会社

株式の売却によるものであります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 20,287 － － 20,287

合計 20,287 － － 20,287

自己株式

普通株式 847 217 101 962

合計 847 217 101 962

　　(注)自己株式数の増加217千株は、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく単元株式買付けに

よる増加216千株および単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものであります。また、自己株式

数の減少101千株は、ストック・オプションの行使による101千株および単元未満株式の買い増し請求０

千株によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　平成18年６月21日開催の定時株主総会および同日開催の取締役会において、ストック・オプションとして新

株予約権を、当社の取締役、執行役および従業員ならびに当社関係会社の取締役および従業員等に付与いたし

ましたが、権利行使がなく、当連結会計年度末をもって権利行使期間満了となりましたので、残高はありませ

ん。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年5月24日

取締役会
普通株式 408 21 平成18年3月31日 平成18年6月7日

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 348 18 平成18年9月30日 平成18年12月8日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年5月15日

取締役会
普通株式 347 利益剰余金 18 平成19年3月31日 平成19年6月14日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係　

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係　

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 21,174百万円

預入期間が３カ月を超える定期預

金等
△262百万円

現金及び現金同等物 20,912百万円

現金及び預金勘定 7,783百万円

預入期間が３カ月を超える定期預

金等
△762百万円

現金及び現金同等物 7,020百万円

※２ 　　　　　　　　───── ※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たにシャディもっとぎゅっと㈱を

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに同社株式の取得価額と取得による支出（純額）との

関係は次のとおりであります。

流動資産 264百万円

固定資産 2百万円

のれん 457百万円

流動負債 △243百万円

同社株式の取得価額 480百万円

同社の現金及び現金同等物 △129百万円

差引：取得による支出 350百万円

※３ 　　　　　　　　───── ※３ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式の売却によりシャディ漆器工芸㈱が連結子会社で

なくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並び

に同社株式の売却価額と売却による支出(純額）との関係

は次のとおりであります。

流動資産 698百万円

固定資産 120百万円

流動負債 △51百万円

固定負債 △68百万円

少数株主持分 △353百万円

株式売却損 △145百万円

同社株式の売却価額 200百万円

同社の現金及び現金同等物 △502百万円

差引：売却による支出 △302百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

3 0 3

工具器具備品 58 7 50

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

3 1 2

工具器具備品 68 21 46

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 13百万円

１年超 40百万円

合計 54百万円

１年内 16百万円

１年超 32百万円

合計 49百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額および減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額および減損損失

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

(4）減価償却費相当額の算出方法 (4）減価償却費相当額の算出方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

同左

 

(減損損失について）

　　　　　　　　　　 同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額

(百万円)

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額

(百万円)

差額
（百万円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

株式 71 594 523 34 173 139

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

株式 3 2 △0 78 75 △3

合計 74 596 522 112 248 135

 　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式０百万円について減損処理を行っております。

　　　　　 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処理

　　　　　 を行っております。

 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

11 5 － 11 105 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 5 112

投資事業有限責任組合への出資 168 78

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開

示を省略しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要　

　当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △850 △1,059

(2）未積立退職給付債務(1）（百万円） △850 △1,059

(3）未認識数理計算上の差異（百万円） － 52

(4）連結貸借対照表計上額純額(2）＋(3）（百万円） △850 △1,007

(5）退職給付引当金　（百万円） △850 △1,007

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用（百万円） 108 213

(1）勤務費用（百万円） 108 79

(2）利息費用（百万円） － 16

(3）原則法への変更に伴う費用処理額（百万円）(注) － 117

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） － －

 (注)原則法への変更に伴う費用処理額117百万円は、特別損失に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 － 期間定額基準

(2）割引率（％） 　－ 2.0

(3）期待運用収益率（％） 　－ －

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 　－         10

（各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。)

(注）国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

（ストック・オプション等関係）

ストック・オプションに関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳　

（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）
────────────

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）
────────────

繰延税金資産

貸倒引当金

賞与引当金

未払事業税

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

繰越欠損金

子会社整理損

販促費用

減損損失

未払金

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

未収還付事業税

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

290

74

148

343

67

90

373

93

220

－

36

1,737

△566

1,170

－

△212

－

△212

958

184

16

－

408

62

175

16

11

220

62

29

1,188

△635

552

△23

△53

△1

△78

473

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）
────────────

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）
────────────

流動資産－繰延税金資産

固定資産－繰延税金資産

流動負債－繰延税金負債

固定負債－繰延税金負債

419

538

－

－

124

349

－

－
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）
────────────

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）
────────────

法定実効税率

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

留保金課税

法人税税額控除額

還付法人税等

住民税均等割額

子会社売却損

連結調整勘定償却額

負ののれん償却額

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

40.69％

  

1.54％

－ 

3.47％

△2.59％

－ 

0.56％

－ 

△0.90％

－ 

15.90％

△0.79％

57.88％

40.69％

  

14.44％

△9.43％

－ 

－ 

△3.65％

3.15％

16.79％

－ 

△4.33％

18.88％

0.79％

77.33％

シャディ㈱(8048)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 31 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当連結会計年度におけるギフト用品および生活関連用品の卸売事業の売上高、営業利益および資産の金額の

合計額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。　

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当連結会計年度におけるギフト用品および生活関連用品の卸売事業の売上高、営業利益および資産の金額の

合計額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。　

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。　

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。　

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　関連当事者との取引については、決算短信における開示の重要性が大きいと考えられる取引のみを開示してお

ります。

      (1)兄弟会社等

属性 会社等の名称
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内容

 （注２）

取引金額
(百万円)

 （注１）
科目

期末残高
(百万円)

 （注１）
役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社の
子会社

 

 ＵＣＣ
キャピタル
株式会社

 

50

 ＵＣＣグ
ループ内にお
ける資金の効
率的活用のた
めの貸付、支
払・集金代行
業務等

－  －

ＵＣＣグ
ループ内
のＣＭＳ
に対する
拠出

資金貸付によ
る受取利息

43 貸付金 9,528

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

 　　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　  貸付金利については、市中金利を基準として定期的に見直しを行い、適正な利率が設定されることとなっ

            ております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額         1,626円18銭

１株当たり当期純利益 77円56銭

１株当たり純資産額       1,580円87銭

１株当たり当期純利益   10円94銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   77円56銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,504 212

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,504 212

普通株式の期中平均株式数（株） 19,400,609 19,394,694

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 77.56 －

 当期純利益調整額（百万円） － －

 普通株式増加数（株） 2,251.56 －

　（うち自己株式取得方式によるストック

オプション
2,251.56 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

────── ────── 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 19,807 6,772  

２．受取手形  ※８ 2,680 2,672  

３．売掛金 7,000 6,344  

４．商品 2,479 2,211  

５．前渡金 29 61  

６．前払費用 65 20  

７．短期貸付金 198 9,572  

８．未収入金 1,406 1,962  

９．繰延税金資産 394 124  

10．その他 157 232  

11．貸倒引当金 △947 △661  

流動資産合計 33,272 66.7 29,313 63.0 △3,959

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 9,602 9,535

減価償却累計額 4,629 4,973 4,871 4,663  

(2)構築物 382 349

減価償却累計額 288 93 273 76  

(3)機械装置 6,686 6,686

減価償却累計額 4,096 2,590 4,461 2,225  

(4)車両運搬具 23 23

減価償却累計額 20 2 21 2  

(5)工具器具備品 1,598 1,675

減価償却累計額 1,210 388 1,332 343  

(6)土地 4,614 4,519  

(7)建設仮勘定 6 －  

有形固定資産合計 12,668 25.4 11,830 25.4 △838

シャディ㈱(8048)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 34 －



前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

２．無形固定資産

(1)借地権 83 83 －

(2)ソフトウェア 724 821  

(3)その他 72 120  

無形固定資産合計 880 1.8 1,025 2.2 145

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 767 329  

(2)関係会社株式 532 1,258  

(3)出資金 0 －  

(4)関係会社出資金 173 173  

(5)商品券発行保証金 ※５ 800 800  

(6)長期貸付金 39 4  

(7)長期滞留債権 ※４ 257 159  

(8)長期前払費用 6 19  

 (9)差入保証金 276 279  

(10)繰延税金資産 461 349  

(11)投資用不動産 －  1,243   

    減価償却累計額 － － 75 1,168  

(12)貸倒引当金 △277 △156  

投資その他の資産合計 3,038 6.1 4,386 9.4 1,348

固定資産合計 16,587 33.3 17,242 37.0 654

資産合計 49,860 100.0 46,555 100.0 △3,304
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）　　

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※８ 5,969 6,094  

２．買掛金 ※３ 5,570 5,128  

３．未払金 773 1,077  

４．未払法人税等 2,042 12  

５．未払消費税等 228 －  

６．未払費用 338 127  

７．前受金 56 37  

８．商品券 ※５ 2,772 2,435  

９．預り金 236 324  

10．賞与引当金 138 －  

11．その他 51 12  

流動負債合計 18,177 36.5 15,249 32.7 △2,928

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 697 852  

２．役員退職慰労引当金 55 78  

３．預り保証金 450 448  

固定負債合計 1,203 2.4 1,380 3.0 176

負債合計 19,381 38.9 16,629 35.7 △2,571

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 3,435 6.9 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 4,796 －

２．その他資本剰余金

自己株式処分差益 2 －

資本剰余金合計 4,799 9.6 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 469 －

２．任意積立金

別途積立金 20,500 －

３．当期未処分利益 1,807 －

利益剰余金合計 22,777 45.7 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

433 0.8 － － －

Ⅴ　自己株式 ※２ △966 △1.9 － － －

資本合計 30,479 61.1 － － －

負債資本合計 49,860 100.0 － － －
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  3,435 7.4 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   4,796    

(2）その他資本剰余金  －   8    

資本剰余金合計   － －  4,805 10.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   469    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   21,500    

繰越利益剰余金  －   807    

利益剰余金合計   － －  22,777 48.9 －

４．自己株式   － －  △1,183 △2.5 －

株主資本合計   － －  29,834 64.1 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  89 0.2 －

２．繰延ヘッジ損益   － －  2 0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  91 0.2 －

Ⅲ　新株予約権   － －  － － －

純資産合計   － －  29,925 64.3 －

負債純資産合計   － －  46,555 100.0 －

シャディ㈱(8048)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 37 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 76,744 100.0 71,529 100.0 △5,214

Ⅱ　売上原価

１．商品期首棚卸高 2,696 2,479

２．当期商品仕入高 62,439 58,541

合計 65,136 61,021

３．商品期末棚卸高 2,479 62,657 81.6 2,211 58,809 82.2 △3,847

売上総利益 14,086 18.4 12,720 17.8 △1,366

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 1,164 1,041

２．発送梱包費 6,269 6,039

３．通信費 401 348

４．役員報酬 170 218

５．従業員給料賞与 1,656 1,493

６．賞与引当金繰入額 138 －

７．退職給付費用 85 72

８．役員退職慰労引当金繰
入額

11 30

９．電算機費 392 562

10．減価償却費 1,215 1,089

11．その他 2,315 13,821 18.0 2,289 13,184 18.4 △636

営業利益又は営業損失
（△）

265 0.4 △464 △0.6 △729

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 3 56

２．有価証券利息 2 －

３．受取配当金  3 11

４．仕入割引 145 －

５．未回収商品券受入益 1,122 915

６. 為替予約解約益 515 －

７．その他 202 1,996 2.5 233 1,217 1.6 △778

Ⅴ　営業外費用

１．自己株式取得手数料 － 2

２．その他 4 4 0.0 7 9 0.0 5

経常利益 2,256 2.9 743 1.0 △1,513
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 2,608 －

２．貸倒引当金戻入益  101 262

３．補償料返還金  － 120

４．関係会社出資金売却
益 

 － 66

５．投資有価証券売却益  － 380

６．その他 20 2,730 3.6 － 829 1.2 △1,901

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 34 2

２．子会社整理損 ※３ 917 166

３．減損損失 ※４ 541 －

４．退職給付費用  － 117

５．その他  73 1,566 2.0 0 287 0.4 △1,279

税引前当期純利益 3,421 4.5 1,285 1.8 △2,135

法人税、住民税及び事
業税

2,100 23

還付法人税等 － △32

法人税等調整額 △187 1,912 2.5 538 529 0.7 △1,383

当期純利益 1,508 2.0 756 1.1 △751

前期繰越利益 571 － －

中間配当額 271 － －

当期未処分利益 1,807 － －

(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 
 
 

平成18年５月24日取締役会承認

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,807

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 408

２．別途積立金 1,000 1,408

Ⅲ　次期繰越利益 399
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,435 4,796 2 4,799 469 20,500 1,807 22,777 △966 30,045

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)       △756 △756  △756

別途積立金の積立(注)      1,000 △1,000 －  －

当期純利益       756 756  756

 自己株式の取得         △338 △338

自己株式の処分   6 6     122 128

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

  6 6  1,000 △1,000 0 △216 △216

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,435 4,796 8 4,805 469 21,500 807 22,777 △1,183 29,834

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

433 － 433 － 30,479

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)     △756

当期純利益     756

自己株式の取得     △338

自己株式の処分     128

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△344 2 △342 － △342

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△344 2 △342 － △558

平成19年３月31日　残高
（百万円）

89 2 91 － 29,925

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準および評価方法　 １．有価証券の評価基準および評価方法　

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

─────  

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 ２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

　デリバティブ　　 時価法 　デリバティブ　　  同左

３．たな卸資産の評価基準および評価方法 ３．たな卸資産の評価基準および評価方法

先入先出法による原価法によっております。 同左

４．固定資産の減価償却の方法 ４．固定資産(投資用不動産を含む）の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

有形固定資産(投資用不動産を含む）は、定率法によっ

ております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　　３年～50年

機械装置　　　　　　　　　　　　　６年～17年

建物　　　　　　　　　　　　　　　３年～50年

機械装置　　　　　　　　　　　　　６年～17年

無形固定資産は、定額法によっております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいております。

無形固定資産は、定額法によっております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいております。

５．引当金の計上基準 ５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金　　　　　売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により計上し、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収の可能性

を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金　　　　同左

(2）賞与引当金　　　　　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。

(2）賞与引当金　　　───── 

 　(追加情報)

　 従来、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を「賞与引

当金」として計上しておりましたが、平成18年７月に導

入された新人事制度により、賞与支給額の確定が可能と

なりましたので、当期の負担すべき金額(153百万円)を

「未払賞与」として流動負債の「未払金」に計上してお

ります。
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）退職給付引当金　　　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき

当期の負担額を計上しており

ます。

(3）退職給付引当金　　　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき

当期の負担額を計上しており

ます。

なお、数理計算上の差異は、

各年度の発生時における平均

残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により

按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

(会計処理の変更)

当事業年度より退職給付債務

の算定方法を簡便法から原則

法に変更いたしました。

この変更は、従業員の増加等

にともない、退職給付に係る

会計処理をより適切に行うた

めであります。

この変更にともなって発生す

る原則法による退職給付債務

と簡便法による退職給付債務

の差額117百万円は、特別損

失に計上しております。

この結果、従来の方法によっ

た場合に比較して、営業利益、

経常利益は27百万円増加し、

税引前当期純利益は90百万円

減少しております。　

(4）役員退職慰労引当金　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金　　　　 同左

６．リース取引の処理方法 ６．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

７．ヘッジ会計の方法 ７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引等）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段…　　　同左

ヘッジ対象…外貨建金銭債務および外貨建予定取引  ヘッジ対象…　　　同左
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）ヘッジ方針

輸入取引に係る外貨建金銭債務および外貨建予定取

引に対して為替相場の変動によるリスクをヘッジす

る目的で行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　　　　　　同左

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

　　　　　　　　　同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(固定資産の減損に係る会計基準)　

  当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計審議会　

企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用し

ております。

これにより税引前当期純利益は541百万円減少しておりま

す。

なお、減損損失累計額については、当該資産の金額から直

接控除しております。   

───── 

───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第5号　平成17年12月9

日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号　平成17

年12月9日)を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は29,923百

万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 

(ストック・オプション等に関する会計基準)

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準第8号　平成17年12月27日)及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月31日)を

適用しております。

　なお、当事業年度中に権利行使がなされず、権利行使

期間が当事業年度末において期間満了となりましたので、

損益に与える影響はありません。

(仕入割引に係る会計基準)　

  前事業年度まで仕入代金現金決済時に受取る現金歩引き

については、営業外収益の「仕入割引」として会計処理し

ておりましたが、当事業年度より、仕入控除項目として、

「売上原価」に含めて処理することに変更しました。

　この変更は、市場の実勢金利との乖離により金利として

の側面が薄れて、商品コスト引下げ、仕入割戻と同様の商

品価格政策の一部となってきた実態に即して、より適切な

表示を行なうためのものでもあります。

　この変更により、従来の方法と比べ営業利益は、131百

万円増加し営業外収益が同額減少しております。   

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表）

──────

（貸借対照表）

　「短期貸付金」は前事業年度まで流動資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当事業年度末において

資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。

なお、前事業年度の「短期貸付金」の金額は、198百万円

であります。　 

　追加情報

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表）

──────

（貸借対照表）

　投資用不動産　

　 前事業年度までは一部の賃貸資産も有形固定資産に含

めて表示しておりましたが、当事業年度において賃貸目

的の土地を総額1,031百万円にて取得した結果、賃貸目的

資産の重要性が増すこととなったため、当社が事業の用

に供する固定資産と区分して投資その他の資産の「投資

用不動産」として表示することに変更いたしました。

この結果、従来の表示方法と比較して、有形固定資産(建

物、構築物、土地)が1,168百万円(簿価)減少し、投資そ

の他の資産の「投資用不動産」が同額増加しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１．授権株式数　　　普通株式 47,623,800株

発行済株式総数　普通株式 20,287,575株

※１．授権株式数　　　普通株式 47,623,800株

発行済株式総数　普通株式 20,287,575株

※２．自己株式 ※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式　847,256

株であります。

当社が保有する自己株式の数は、普通株式962,821

株であります。

※３．関係会社に係る注記 ※３．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

　　　　　　　　　──────

買掛金 591百万円    

※４．財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権でありま

す。

※４．　　　　　　　　 同左

※５．担保資産および担保付債務　 ※５．担保資産および担保付債務　

担保に供している資産 担保に供している資産

商品券発行保証金 800百万円 商品券発行保証金 800百万円

商品券発行保証金は現金にて供託しております。 商品券発行保証金は現金にて供託しております。

担保付債務 担保付債務

商品券 2,772百万円 商品券 2,435百万円

　６．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は433百万

円であります。

　６．　　　　　　　　　──────

　

　７．　当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額　　　　1,320百万円 

借入実行残高 　　　 　　 －百万円 

差引額 　　 　　　　　1,320百万円 

　７．　当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額　　　　1,150百万円 

借入実行残高 　　　 　　 －百万円 

差引額 　　 　　　　　1,150百万円 

※８．　　　　　　　────── ※８． 　当事業年度末日満期手形の会計処理

当事業年度末日満期手形の会計処理については、当

事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しており、その金額

は、次のとおりであります。

　　　　　　　受取手形　 557百万円

　　　　　　　支払手形　　 0百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．固定資産売却益の明細
土地 2,162百万円
建物 446百万円

※１．──────

※２．固定資産除却損の明細 ※２．固定資産除却損の明細
構築物 4百万円
工具器具備品 30百万円

構築物 1百万円
工具器具備品 1百万円

※３．子会社整理損の明細

子会社出資金評価損 680百万円
貸倒引当金繰入(貸付金) 184百万円
清算費用（未払費用） 52百万円

※３．子会社整理損の明細

清算費用 166百万円

※４．減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループに
ついて減損損失を計上しました。

場　所：大阪市天王寺区
 用　途：店舗
 種　類：土地および借地権
 減損額：346百万円
 
 場　所：大阪市天王寺区ほか
 用　途：遊休資産
 種　類：土地
 減損額：58百万円
 
 場　所：山梨県甲府市
 用　途：賃貸土地
 種　類：土地
 減損額：136百万円
 
 当社の資産グルーピングは、本社および大阪支社ならびに
各地の物流センター、支店については共用資産として行い、
直営店舗、遊休資産については個別物件単位で行っており
ます。
このうち市場価格が著しく下落した物件について帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失541百万
円として計上いたしました。
　なお、当該資産の回収可能価額は不動産鑑定評価を行い、
主に正味売却価額で算定しております。

※４．　　　　　　　──────

 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 847 217 101 962

合計 847 217 101 962

 (注)自己株式数の増加217千株は、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく単元株式買付けによる増加216

千株および単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものであります。また、自己株式数の減少101千株は、ストッ

ク・オプションの行使による101千株および単元未満株式の買い増し請求０千株によるものであります。

シャディ㈱(8048)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 46 －



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

車両運搬具 3 0 3

工具器具備品 58 7 50

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

車両運搬具 3 1 2

工具器具備品 68 21 46

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 13百万円

１年超 40百万円

合計 54百万円

１年内 16百万円

１年超 32百万円

合計 49百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額および減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額および減損損失

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

(4）減価償却費相当額の算出方法 (4）減価償却費相当額の算出方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありません。

　同左

 

(減損損失について) 

 　　　　　　　　　　　同左
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  

（単位：百万円）

前事業年度
（平成18年３月31日現在）
────────────

当事業年度
（平成19年３月31日現在）
────────────

繰延税金資産

貸倒引当金

賞与引当金

未払事業税

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

子会社整理損

販促費用

減損損失

繰越欠損金

未払金

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

未収還付事業税

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

282

56

148

282

22

373

93

220

－

－

13

1,492

△423

1,068

 

－

△212

－

△212

856

184

－

－

346

32

16

11

220

49

62

16

940

△387

553

 

△23

△53

△1

△78

474

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳　

前事業年度
（平成18年３月31日現在）
────────────

 
 
 

 
 
 

法定実効税率

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

住民税均等割額

法人税税額控除額

未収還付事業税

留保金課税

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

40.69％

1.60％

△0.04％

0.54％

△2.70％

－ 

3.61％

12.38％

△0.16％

55.92％

当事業年度（平成19年３月31日現在）
　　    　  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
            　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
　　　　　　　るため注記を省略しております。　　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　
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６．その他
(1）役員の異動

□役員の異動（平成19年６月28日付予定）

(1）新任取締役候補　　

取締役 上島　豪太 （現　取締役兼代表執行役社長）

取締役 志村　康昌 （現　取締役兼執行役副社長　企画管理本部担当）

社外取締役 河本　篤 （現　取締役、ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役専務執行役員）

社外取締役 吉本　康徳 （現　取締役）

社外取締役 永山　妙子 （現　取締役　カリヨン証券会社東京支店　副会長）

　（注） 河本　篤、吉本　康徳、永山　妙子の各氏は会社法に規定する社外取締役であります。

 

(2）執行役につきましては、平成19年６月28日定時株主総会後の取締役会において決定する予定であります。

以上

 

 

 

 

シャディ㈱(8048)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 49 －


