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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

21年3月期 11,787 0.2 306 △22.8 265 △29.0 143 △63.7
20年3月期 11,766 11.0 397 13.5 373 8.7 396 124.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 21.91 ― 8.9 6.5 2.6
20年3月期 61.50 ― 28.8 9.0 3.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 4,079 1,702 41.7 248.55
20年3月期 4,112 1,547 37.6 239.93

（参考） 自己資本   21年3月期  1,702百万円 20年3月期  1,547百万円

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

21年3月期 184 △63 △22 485
20年3月期 △150 △473 306 387

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向 純資産配当
率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 7.50 7.50 48 12.2 3.5
21年3月期 ― ― ― 7.50 7.50 51 34.2 3.1
22年3月期 

（予想）
― ― ― 7.50 7.50 24.6

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

5,486 △16.0 187 △7.2 175 △9.5 94 △10.7 13.85

通期 11,036 △6.4 436 42.2 412 55.7 208 44.9 30.45
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、23ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定と基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 6,850,000株 20年3月期 6,450,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当資料に記載の業績予想は、現在入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでいます。実際の業績等は今後の様々な要
因によって上記の予想数値とは異なる場合があります。 
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１ 経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当事業年度における経済環境は、米国で起きた金融危機が世界的な金融市場に波及し、住宅・自動

車産業などの実体経済にも大きな影響を与え、需要の急速な冷え込みや雇用不安を引き起こしたこ

となど、大幅な景気後退となりました。 

わが国経済は、今回の金融危機の震源地ではないものの金融機関は世界的金融危機に巻き込まれ、

実体経済においても深刻な影響を受けました。これらのことから、製造業を中心として雇用調整が

進められ、生産調整や設備投資計画の見直しが行われるなど、景気後退が鮮明になりました。 

当社を取り巻く環境は、前半、パッケージ事業においては景気後退や省包装化などを要因とする受

注の減少に加え、原油・ナフサ価格高騰による原材料価格の上昇があり、上昇分の転嫁の成否、新

規需要の開拓が各社の業績の明暗を分けるという事業環境となりました。また、メディアネットワ

ーク事業においては景気後退に加え、印刷用紙の値上げがあり、原材料費の上昇への対応で好不調

が二分化されるという不安定な事業環境となりました。後半、いわゆるリーマンショックの影響に

よる大幅な景気後退の中、原材料価格に下落傾向が見られるようになりましたが、パッケージ事業

においては需要の伸び悩み等、厳しい事業環境となりました。また、メディアネットワーク事業に

おいては、さらに打撃を受け、パッケージ事業に比べ一層厳しい事業環境を余儀なくされました。 

このような状況の中、当社は、競争優位性を高めるべく、業務および生産の効率化を図るとともに、

顧客満足を追求する営業体制の強化を推進し、既存顧客との相互信頼関係の構築、新規顧客の開拓

など業績の維持向上に努めてまいりました。 

その結果、当事業年度の売上高は11,787百万円（前期比0.2％増）、営業利益は306百万円（前期比

22.8％減）、経常利益は265百万円（前期比29.0％減）、当期純利益は143百万円（前期比63.7％

減）となりました。 

事業別の状況は次のとおりであります。 

 

（パッケージ事業） 

パッケージ事業につきましては、景気後退による消費者の節約志向等による個人消費の冷え込みな

どから、製品に対する企画提案等のサービスや価格競争力などを求めて取引先の選別が厳しさを増

しました。このような中、原油・ナフサ価格の高騰・下落による原材料価格の変動に対して、売価

転嫁を粘り強く交渉したことなど迅速・的確に対応するとともに、一気通貫サービスの強化や新規

顧客の開拓を行いました。後半に原材料価格の下落による値下げ期待から買い控えなどの使用抑制

がありましたが、売上増加となりました。また、販売体制面では営業拠点の再編を進め、大宮営業

所の東京支店への統合など首都圏の営業活動の強化と諸経費の削減に注力してまいりました。 

この結果、当事業の売上高は6,213百万円（前期比7.3％増）となりました。 

 

（メディアネットワーク事業） 

メディアネットワーク事業につきましては、印刷用紙等の値上げにより、カタログ通販各社におい
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て原材料費の上昇対策として経費削減への取り組みが進行いたしました。これらの影響を受けてＤ

Ｍ広告費全体が縮小傾向を見せる中、当社は、一気通貫サービスの提供や新規顧客の開拓、既存顧

客の深耕に注力してまいりました。 

しかしながら、リーマンショック以降、各企業の経費削減による広告費の圧縮を要因に、通販会社

等による発送先の選別強化など発送通数や回数が減少するという、厳しい事業環境となりました。 

この結果、当事業の売上高は5,574百万円（前期比6.7％減）となりました。 

 

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、売上高11,036百万円（前期比6.4％減）、営業利益436百万円（前期

比42.2％増）、経常利益412百万円（前期比55.7％増）、当期純利益208百万円(前期比44.9％増)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 

当事業年度末の総資産は4,079百万円となり、前事業年度末に比べ33百万円減少しました。これ

は主に売掛金及び未収還付法人税等の流動資産の減少によるものであります。 

（資産の部） 

当事業年度末における流動資産の残高は2,868百万円となり、前事業年度末に比べ93百万円減少

しました。これは主に売掛金及び未収入金の減少、現金及び預金の増加によるものであります。

固定資産の残高は1,210百万円となり、前事業年度末に比べ59百万円増加しました。これは主にリ

ース資産、繰延税金資産の増加及び投資有価証券の減少によるものであります。 

（負債の部） 

当事業年度末における流動負債の残高は1,964百万円となり、前事業年度末に比べ194百万円減

少しました。これは主に支払手形及び買掛金の減少及び未払法人税等の増加によるものでありま

す。 

固定負債の残高は412百万円となり、前事業年度末に比べ５百万円増加しました。 

（純資産の部） 

当事業年度末における純資産の残高は、1,702百万円となり、前事業年度末に比べ155百万円増

加しました。これは主に上場に伴う株式の発行によって資本金、資本準備金が増加したこと及び

当期純利益を計上したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

98百万円増加し、485百万円となりました。 

当事業年度中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。 

（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184百万円となりました。これは主に税引前当期純利益259百万

円、売上債権の減少額148百万円、減価償却費48百万円及び法人税等の還付額87百万円があったも

のの、仕入債務の減少額435百万円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63百万円となりました。これは主に貸付けよる支出29百万円及

び有形固定資産の取得による支出28百万円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22百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支

出97百万円、配当金の支払額48百万円があったものの、短期借入金の純増額50百万円及び上場に

伴って実施した株式の発行による収入82百万円によるものであります。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(%) 28.9 37.6 41.7 

時価ベースの自己資本比率(%) － － 22.8 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(%) 

  2.9 － 7.1 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 

108.0 － 22.6 

・自己資本比率: 純資産／総資産 

・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・ガバレッジ・レシオ: 営業キャッシュ・フロー／利払い 

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率を算出するにあたって使用した有利子負債は、貸借対照表に

計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

※インタレスト・ガバレッジ・レシオを算出するにあたって使用した利払いは、キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額であります。 

※平成19年３月期及び平成20年３月期は未上場のため、株式時価総額は算出できないため、時価ベー

スの自己資本比率は省略しております。 

※算出の結果、数値がマイナスの場合及び算出不能の場合は、「－」で表記しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様への配当を安定的かつ継続的に実施することを基本としながら、経営基盤の強

化と設備投資および研究開発等に必要な内部留保の充実に力を入れていくことを利益配分に関する

基本方針としており、今後の利益配分についても、業績を念頭に、必要な内部留保資金と剰余金の

配当とのバランスを勘案し、基本方針に基づいた安定的かつ継続的な配当を実施していく所存であ

ります。 

毎事業年度における配当の回数については、当該事業年度における業績に基づき、年１回の期末配

当を基本方針としております。 

配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第５項に基づき中間配当を取締役

会の決議によって行うことができる旨、定款に定めております。 

当事業年度は、以上の方針を勘案し、１株当たり7.5円の配当を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に必要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、本文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において、当社が判断した

ものであります。 

 

①原材料調達の影響について 

当社のパッケージ事業及びメディアネットワーク事業で素材として利用するプラスチックフ

ィルムの仕入価格は、その原料である原油価格の市況の影響を受けております。当社では、プ

ラスチックフィルムは複数のメーカーから購入し、安定的に必要な数量を確保するとともに、

価格交渉により仕入価格の上昇を抑制すべく努めております。また、仕入価格の上昇分は販売

価格へ転嫁するように努めております。しかしながら、原油価格の変動や急激な需給変化など

により、仕入価格が著しく変動し、販売価格への転嫁が進まなかった場合には、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

②外注生産について 

当社は固定費の削減等を目的として、パッケージ事業の製造工程の大半を外注しております。

外注先については、ＩＳＯ９００１による当社の品質管理基準を満たした外注先への発注、取

引業者集会等の品質向上活動、外注検査員の認定をはじめとする取引業者評価等を実施してお

りますが、万一、製品納入の遅れや不適合品・クレーム品等が発生し、お客様からの信用が低

下した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③知的財産権について 

当社主力製品である「ネオパック(ヘッダー付吊下げ袋)」は、昭和55年に特許を取得したこ

とで、その後のシェアの拡大を図り現在に至っております。第三者の知的財産権を侵害する事

態を可能な限り回避するために特許事務所にて適宜確認をするなど最善の努力をしております

が、万一、当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者より、損害賠償請求及

び使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があります。その場合には、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

さらに、現在、パッケージの基本的な形状に関しては全て権利満了となっていることから、

新規参入により競争が激化した場合にも、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④有利子負債依存度について 

当社は、主に金融機関での手形割引及び借入れにより資金調達を行っております。 

平成21年３月期末の有利子負債の残高は1,301,629千円(借入金492,500千円、リース債務

68,452千円、割引手形740,676千円)、有利子負債依存度27.0％であります。 

そのため、今後金利が上昇した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤人材の確保について 

当社の今後の事業拡大のためには、スキルの高い人材の確保と、その適正な人員配置による

業務効率の向上が重要であると考えております。そのために、幅広い求人機会を活用して、新

卒・中途の採用を推し進めております。しかし、人員増強が順調に進まない場合や特定の役職

員の社外流出などがあった場合などには、業務運営に支障が生じ、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

⑥貨物利用運送事業について 

当社の物流業務(エスメール)は有償で第三者である運送事業者に再委託する事業であり、貨

物利用運送事業にあたるため、貨物利用運送事業法に基づき、第一種貨物利用運送事業者とし

て近畿運輸局に登録しております(登録番号：近運自貨第1666号、登録年月日：平成16年12月24

日)。当社が同法第16条(事業の停止及び登録の取消し)に基づく処分または登録若しくは許可に

付した条件に違反し、事業の停止及び登録の取消しを受けた場合や、同法の改正等または新た

な法的規制の新設があった場合には、当社の事業活動や業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑦個人情報の保護について 

メディアネットワーク事業において、当社は、お客様より多数の個人情報をお預かりし封

入・封緘作業、配送を行っております。そのため、平成17年12月に個人情報保護マネジメント

システムに基づいたプライバシーマークの認証を取得し、基本規程等の整備、システム上のア

クセス権の限定、サーバ室の入退室管理等によって、機密情報や個人情報を含むお客様のデー

タを取扱う際の運用については、十分な注意を払っております。こうした取り組みにより個人

情報が漏洩、滅失または毀損する可能性は極めて低いと考えておりますが、不正行為によるシ

ステム侵入や当社担当者の過誤等の不測の事態により個人情報が外部へ流出した場合には、当

社の信用が低下し、その場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧容器包装リサイクル法について 

当社は、プラスチックフィルム製の包装資材の製造販売を行っていることから、「容器包装

に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下、「容器包装リサイクル法」とい

う。）による特定容器製造等事業者として再商品化の義務を負っております。この義務を遂行

するため、当社は容器包装リサイクル法による指定法人である財団法人日本容器包装リサイク

ル協会と再商品化委託契約を締結し、委託料の支払を行っておりますが、今後の同法の改正等

又は新たな法的規制の新設があった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨自然災害の影響について 

当社は、メディアネットワーク事業においては生産拠点を大阪と神奈川に分散しており、ま

たパッケージ事業においては近畿、四国及び関東地区の外注先に製造委託としていることから

局地的な自然災害のリスク分散に対応した体制となっております。しかしながら、大規模な自

然災害が発生した場合には外注先も含めて、甚大な損害を受ける可能性があり、その場合には、
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製品の供給体制が確保できなくなり急激な売上低下を起こし、また修復に多額の費用が発生す

ることが予想され、その場合には当社の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 

当社は、プラスチックフィルムを主材料とした包装資材の企画、製造、販売を行う「パッケージ事

業」とプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘や配送ソリューションを展開する

「メディアネットワーク事業」の２つに区分されます。 

 

【事業の系統図】 

事業の系統図及び概要は以下のとおりであります。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、フィルムパッケージの専門メーカーとして、創業以来、常に時代のニーズに応えながら

新しい製品やサービスを提供するとともに、パッケージ事業で培われた技術と経験を活かし、プラ

スチックフィルムによるダイレクトメールの封入封緘作業を中心としたメディアネットワーク事業

へと発展させるなど、事業領域の拡大に積極的に取り組んでおります。 

また、当社は従業員の生き甲斐や働き甲斐を通じて、少しでも世の中のお役に立つことを目指し、

次の経営理念、経営ビジョン、経営基本方針のもと、事業活動を展開しております。 

ａ．経営理念 

「全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、社会の進歩発展に貢献すること」 

ｂ．経営ビジョン 

「情報物流サービス業を目指す」 

「人が育つ企業環境、文化を創る」 

ｃ．経営基本方針 

１．徹底的に顧客満足を追求する 

２．納期厳守 

３．売上最大経費最小 

４．環境整備 

５．在庫を限りなくゼロに近づける 

６．信義に基づく経営をする 

７．常に自分のコアを明確にしコアを磨き続ける 

８．新規獲得は無限 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、成長性と収益性を追及して企業価値を高めることが株主重視の経営であると認識してお

り、｢売上総利益率｣及び｢営業利益率｣を目標とする指標として、その向上に取り組んでまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社の当事業年度の中期経営計画の目標は、「新たなる収益構造構築のため、あらゆる社内体制

を見直し、改善を徹底し、利益向上を目指す」ことであります。その戦略目標として以下の重点目

標を掲げております。 

・理念の浸透した人材を育成する 

・営業体制の強化・充実 

・生産体制における環境整備・再構築による充実 

・外注管理体制の強化 

・商品企画開発の強化 

・小口・中口、直ユーザーを中心とした営業の徹底 

・内部管理体制・内部統制の徹底 
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・基幹システムの運用推進 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、原油・ナフサ価格の高止まりによる資源価格の高騰は解消しつつ

あるものの、国内外の需要の低迷や円高、設備投資の減少に加えて、世界経済の一層の下振れ懸念

があることから、景気はさらに悪化する可能性があり、当面厳しい事業環境が継続する見通しであ

ります。 

このような状況下、安定した利益を確保していくために、従来の方針や業務プロセスの最適化を

行い、採算性を重視した受注への転換および強固な管理体制の構築、コスト削減に努め、いかなる

環境下でも利益の出る体質への早期転換が重要となっております。 

そのために、次のような課題を掲げて計画的かつ迅速に取り組んでまいります。 

 

①一気通貫サービスの強化 

当社は従来から顧客ニーズの変化をいち早く把握することの重要性を認識しておりました。そ

の結果、パッケージ事業は、従来はプラスチックフィルム製の袋を製造販売することに注力して

まいりましたが、顧客ニーズの変化に伴い、お客様商品を当社製品に袋詰めするサービス、加え

て袋詰めする商品の提案・企画を進めるサービス等、顧客ニーズに合致したサービスの提供や販

売ルートの拡充を図ってまいります。 

メディアネットワーク事業は、ダイレクトメール(ＤＭ)を差し出されているお客様に対して、

その一気通貫サービスにより、新規の顧客確保と収益の拡大を目指してまいります。 

 

②情報管理体制の強化 

当社はメディアネットワーク事業を中心に、業務上お客様の個人情報を大量に取り扱っており、

その管理の重要性を認識しております。そのためプライバシーマークの認証を取得し、事務所へ

の入退室管理やコンピュータネットワークのセキュリティ強化に努めてまいりました。今後も個

人情報保護マネジメントシステムの維持・更新をすることによって個人情報漏洩防止に努め、社

内の情報管理体制の一層の強化を図ってまいります。 

 

③製品の開発 

当社では従来からパッケージ事業における新製品の開発は、販路拡大のために不可欠であると

認識しております。そのための施策として当社では、企画開発の専門部署である購買企画課を中

心に、顧客ニーズに合致した製品の企画開発及びその製造に関する技術の蓄積を進めると同時に、

同業他社との差別化を図るべく特許出願の準備を推進していきたいと考えております。 

 

④品質保証体制の強化 

当社では従来から当社製品・サービスの品質の重要性について認識しております。そのため従

来のクレーム処理など製品品質主体の品質管理だけでなく、お客様が魅力を感じる製品・サービ

ス・情報の提供、顧客満足度向上に主眼を置いた対応を、クオリティ・マネジメント推進室(Ｑ
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Ｍ推進室)を中心に行っております。今後は、開発から製造に至るまでの社内のクオリティ意識、

外注指導の徹底などクオリティ・マネジメントを推進してまいります。 

 

⑤人材育成・能力向上 

当社の今後の事業拡大のためには、理念の浸透した人材の育成を主軸として考え、その確保さ

れた人材の適正な配置による業務効率の向上が重要であると考えております。そのために、アメ

ーバ経営を通してコスト感覚等を身につける教育・指導を行ってまいります。当社の経営哲学は

全人格形成を目標の一つとしており、「育てられる社員の側に、自ら育つ意識を持つことの育

成」が必須であると考えておりますことから、全社員に対して社内での教育機会に限らず社外セ

ミナーへの参加を積極的に行うよう奨励しております。 

 

 (5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 431,838 535,991

受取手形 304,145 615,872

売掛金 1,759,543 1,300,103

製品 169,849 200,968

仕掛品 80,232 107,575

原材料 52,450 28,932

前渡金 － 16

前払費用 15,867 18,849

繰延税金資産 53,802 67,946

未収還付法人税等 84,781 －

未収消費税等 4,884 －

その他 10,246 4,884

貸倒引当金 △6,025 △12,774

流動資産合計 2,961,617 2,868,366

固定資産   

有形固定資産   

建物 335,615 342,034

減価償却累計額 △224,751 △229,717

建物（純額） 110,863 112,317

構築物 8,094 8,683

減価償却累計額 △7,278 △5,163

構築物（純額） 816 3,519

機械及び装置 93,229 98,268

減価償却累計額 △60,508 △71,164

機械及び装置（純額） 32,721 27,103

車両運搬具 8,594 9,194

減価償却累計額 △7,403 △8,052

車両運搬具（純額） 1,190 1,141

工具、器具及び備品 88,659 84,574

減価償却累計額 △78,736 △77,857

工具、器具及び備品（純額） 9,922 6,717

土地 599,420 599,420

リース資産 － 20,653

減価償却累計額 － △4,061

リース資産（純額） － 16,591

有形固定資産合計 754,934 766,811

無形固定資産   

ソフトウエア 5,943 3,279
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

電話加入権 4,463 4,463

リース資産 － 51,080

無形固定資産合計 10,407 58,824

投資その他の資産   

投資有価証券 169,449 130,482

長期貸付金 28,968 59,252

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 3,700 3,293

破産更生債権等 12,408 40,718

長期前払費用 616 2

前払年金費用 22,582 －

差入保証金 99,861 111,206

建設協力金 60,000 50,000

繰延税金資産 － 31,081

その他 13,270 13,270

貸倒引当金 △24,922 △54,208

投資その他の資産合計 385,934 385,098

固定資産合計 1,151,276 1,210,734

資産合計 4,112,893 4,079,100

負債の部   

流動負債   

支払手形 877,249 774,990

買掛金 873,349 539,640

短期借入金 150,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 97,000 90,000

リース債務 － 15,974

未払金 44,250 34,695

未払費用 35,170 42,864

未払法人税等 － 151,301

未払消費税等 － 29,729

前受金 2,411 2,040

預り金 4,507 4,414

賞与引当金 74,655 78,449

その他 － 13

流動負債合計 2,158,594 1,964,115

固定負債   

長期借入金 292,500 202,500

リース債務 － 52,477

繰延税金負債 1,530 －

退職給付引当金 － 34,042

役員退職慰労引当金 110,929 119,516
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

その他 1,797 3,851

固定負債合計 406,756 412,387

負債合計 2,565,350 2,376,502

純資産の部   

株主資本   

資本金 188,000 229,400

資本剰余金   

資本準備金 105,400 146,800

資本剰余金合計 105,400 146,800

利益剰余金   

利益準備金 9,500 9,500

その他利益剰余金   

別途積立金 700,000 1,000,000

繰越利益剰余金 541,511 337,055

利益剰余金合計 1,251,011 1,346,555

株主資本合計 1,544,411 1,722,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,130 △20,156

評価・換算差額等合計 3,130 △20,156

純資産合計 1,547,542 1,702,598

負債純資産合計 4,112,893 4,079,100
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

パッケージ事業売上高 5,791,462 6,213,333

メディアネットワーク事業売上高 5,974,834 5,574,281

売上高合計 11,766,297 11,787,615

売上原価   

パッケージ事業売上原価 4,726,276 5,049,061

メディアネットワーク事業売上原価 5,592,631 5,227,276

売上原価合計 10,318,907 10,276,338

売上総利益 1,447,389 1,511,277

販売費及び一般管理費 1,049,947 1,204,618

営業利益 397,442 306,658

営業外収益   

受取利息 1,816 1,100

受取配当金 1,846 2,437

還付加算金 － 2,690

為替差益 280 －

スクラップ売却益 1,120 －

その他 641 323

営業外収益合計 5,705 6,552

営業外費用   

支払利息 7,129 8,351

手形売却損 19,534 13,516

社債利息 500 －

貸倒引当金繰入額 2,501 241

株式交付費 － 12,047

上場関連費用 － 13,715

その他 12 93

営業外費用合計 29,678 47,966

経常利益 373,468 265,244

特別利益   

設置料等返還金 10,000 －

貸倒引当金戻入額 30 －

特別利益合計 10,030 －

特別損失   

固定資産売却損 － 185

固定資産除却損 － 3,096

投資有価証券評価損 － 2,469

特別損失合計 － 5,750

税引前当期純利益 383,499 259,494

法人税、住民税及び事業税 4,527 146,387
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税等調整額 △17,689 △30,811

法人税等合計 △13,161 115,575

当期純利益 396,661 143,918
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 188,000 188,000

当期変動額   

新株の発行 － 41,400

当期変動額合計 － 41,400

当期末残高 188,000 229,400

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 105,400 105,400

当期変動額   

新株の発行 － 41,400

当期変動額合計 － 41,400

当期末残高 105,400 146,800

資本剰余金合計   

前期末残高 105,400 105,400

当期変動額   

新株の発行 － 41,400

当期変動額合計 － 41,400

当期末残高 105,400 146,800

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 9,500 9,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,500 9,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 600,000 700,000

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 300,000

当期変動額合計 100,000 300,000

当期末残高 700,000 1,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 277,100 541,511

当期変動額   

剰余金の配当 △32,250 △48,375

別途積立金の積立 △100,000 △300,000

当期純利益 396,661 143,918

当期変動額合計 264,411 △204,456
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 541,511 337,055

利益剰余金合計   

前期末残高 886,600 1,251,011

当期変動額   

剰余金の配当 △32,250 △48,375

別途積立金の積立 － －

当期純利益 396,661 143,918

当期変動額合計 364,411 95,543

当期末残高 1,251,011 1,346,555

株主資本合計   

前期末残高 1,180,000 1,544,411

当期変動額   

剰余金の配当 △32,250 △48,375

新株の発行 － 82,800

当期純利益 396,661 143,918

当期変動額合計 364,411 178,343

当期末残高 1,544,411 1,722,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 28,940 3,130

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,809 △23,287

当期変動額合計 △25,809 △23,287

当期末残高 3,130 △20,156

評価・換算差額等合計   

前期末残高 28,940 3,130

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,809 △23,287

当期変動額合計 △25,809 △23,287

当期末残高 3,130 △20,156

純資産合計   

前期末残高 1,208,941 1,547,542

当期変動額   

剰余金の配当 △32,250 △48,375

新株の発行 － 82,800

当期純利益 396,661 143,918

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,809 △23,287

当期変動額合計 338,601 155,055

当期末残高 1,547,542 1,702,598
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 383,499 259,494

減価償却費 37,280 48,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,998 36,035

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,419 3,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 34,042

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,675 8,586

受取利息及び受取配当金 △3,662 △3,538

支払利息及び社債利息 7,629 8,351

有形及び無形固定資産除却損 － 3,096

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） － 185

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,469

売上債権の増減額（△は増加） △294,767 148,051

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,441 △34,944

仕入債務の増減額（△は減少） △102,898 △435,984

未払消費税等の増減額（△は減少） － 34,614

未収消費税等の増減額（△は増加） 76 －

その他 24,405 △9,745

小計 63,217 102,712

利息及び配当金の受取額 3,804 3,530

利息の支払額 △8,144 △8,136

法人税等の還付額 － 87,713

法人税等の支払額 △209,491 △1,547

営業活動によるキャッシュ・フロー △150,614 184,272

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 △6,092 △6,142

有形固定資産の取得による支出 △492,900 △28,557

有形固定資産の売却による収入 － －

無形固定資産の取得による支出 △1,610 －

投資有価証券の取得による支出 △2,086 △2,732

貸付けによる支出 △3,900 △29,300

貸付金の回収による収入 22,629 4,610

差入保証金の差入による支出 － △18,934

建設協力金の回収による収入 10,000 10,000

その他 90 7,589

投資活動によるキャッシュ・フロー △473,870 △63,467
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000 50,000

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △161,100 △97,000

社債の償還による支出 △100,000 －

リース債務の返済による支出 － △10,219

株式の発行による収入 － 82,800

配当金の支払額 △32,250 △48,375

財務活動によるキャッシュ・フロー 306,650 △22,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △317,835 98,010

現金及び現金同等物の期首残高 705,053 387,217

現金及び現金同等物の期末残高 387,217 485,228

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成21年３月期決算短信（非連結）

- 22 -



ファイル名:第42期決算短信（3.注記情報） 更新日時:5/15/2009 11:36:00 AM 印刷日時:09/05/15 11:37 

 

継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 項目 
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

（1）その他有価証券 （1）その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 同左 

（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）を採用しております。 

 

時価のないもの 時価のないもの 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 

 

 

製 品・・・移動平均法による原価法を

採用しております。 

評価基準は原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）によっております。

 

製 品（標準品）・・・移動平均法 

   （個別受注品）・・・個別法 

を採用しております。 

 仕掛品・・・個別法による原価法を採用

しております。 

仕掛品・・・個別法を採用しておりま

す。 

原材料・・・先入先出法による原価法を

採用しております。 

原材料・・・主として先入先出法を採用

しております。 

 

 

 

― 

 

（会計方針の変更） 

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号)を当事業

年度から適用し、評価基準について

は、原価法から原価法(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)に変更しており

ます。 

これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ2,402千

円減少しております。 

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成21年３月期決算短信（非連結）

- 23 -



ファイル名:第42期決算短信（3.注記情報） 更新日時:5/15/2009 11:36:00 AM 印刷日時:09/05/15 11:37 

 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 項目 
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 (リース資産を除く)３．固定資産の減価償却の方

法 定率法を採用しております。但し、平

成10年4月1日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定額法によ

っております。 

同左 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物 ８～38年 建物 ５～38年 

 構築物 10～30年 構築物 10～30年 

 機械及び装置 ２～13年 機械及び装置 ２～10年 

 車両運搬具 ２～４年 車両運搬具 ４年 

 工具器具及び備品 ２～20年 工具器具及び備品 ３～20年 

     

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、当事業年度から、

平成19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は、

軽微であります。 

 

（追加情報） 

 当事業年度から、平成19年３月31日以

前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌事業年度か

ら５年間で均等償却する方法によってお

ります。 

当該変更に伴う損益に与える影響は、

軽微であります。 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 
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ファイル名:第42期決算短信（3.注記情報） 更新日時:5/15/2009 11:36:00 AM 印刷日時:09/05/15 11:37 

 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 項目 

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

  

― 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社の機械装置については、従来、耐

用年数を５～13年としておりましたが、

当事業年度より８～10年に変更しており

ます。 

この変更は、減価償却資産の耐用年数

等に関する平成20年度の法人税法改正を

契機として見直しを行い、実態に即した

資産区分に整理した結果であります。 

なお、これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 (リース資産を除く)

 定額法を採用しております。 同左 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年間）による定額法によっておりま

す。 

 

 （3）       ― （3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零として算定する方法によっておりま

す。 

なお、リース取引開始日が適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き

採用しております。 
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前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 項目 
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

４．繰延資産の処理方法 ― 株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 従業員に支給する賞与の支出に備

えて、支給見込額の当期負担額を計

上しております。 

同左 

 (3)退職給付引当金 (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簡便法（期末

自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法）による退職給付債務及び

年金資産の見込金額に基づき計上し

ております。 

同左 

 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

同左 

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。 

― 

７．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及

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ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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は税抜方式によっ

ております。 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

― （リース取引に関する会計基準等の適用） 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適

用指針第16号）を当事業年度から適用し、所有権移転

外ファイナンス・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から通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・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を引き続き

採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リー

ス資産が有形固定資産に20,653千円、無形固定資産に

51,080千円計上され、営業利益は1,004千円増加し、経

常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ779千円減少

しております。 
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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 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日） 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表

計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

取得原価 

（千円） 

貸借対照表

計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 4,576 5,945 1,368 1,217 1,536 319

(2)債券 － － － － － －

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 103,572 109,432 5,859 － － －

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

るもの 

小計 108,149 115,377 7,228 1,217 1,536 319

(1)株式 3,505 2,061 △1,443 5,930 5,417 △513

(2)債券 － － － － － －

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － 104,770 71,789 △32,981

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

ないもの 

小計 3,505 2,061 △1,443 110,701 77,206 △33,494

合計 111,654 117,439 5,784 111,918 78,743 △33,175

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券

評価損2,469千円を計上しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日）  

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 52,009 51,738
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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 

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

前事業年度 当事業年度 
 

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日） 

(1)退職給付債務（千円） 199,913 217,183 

(2)年金資産（千円） 222,495 183,141 

(3)退職給付引当金(1)-(2) （千円） △22,582 34,042 

（注）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。 

 

３．退職給付費用の内訳 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日  
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

退職給付費用（千円） 59,751 81,519 

 

 (持分法損益等) 

 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成21年３月期決算短信（非連結）

- 29 -



ファイル名:第42期決算短信（3.注記情報） 更新日時:5/15/2009 11:36:00 AM 印刷日時:09/05/15 11:37 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 
至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 239.93円 

１株当たり当期純利益金額 61.50円 
 

 

１株当たり純資産額 248.55円 

１株当たり当期純利益金額 21.91円 
 

なお、潜在株式調整後の１株当たり当期純利益金額

については、新株予約権の残高はありますが、当社株

式は非上場のため、期中平均株価が把握できませんの

で記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後の１株当たり当期純利益金額

については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日  

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円） 396,661 143,918 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 396,661 143,918 

期中平均株式数（株） 6,450,000 6,567,260 

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。 

 

（開示の省略） 

リース取引、税効果会計、ストック・オプション等、関連当事者との取引に関する注記事項については、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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５ その他 

 

(1) 役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

②その他役員の異動 

 

 

 

③新任取締役候補 

 

 

 

④就任予定日 

平成21年６月29日 

 

常務取締役 総務部・経理部担当 

兼社長室長 

（現 取締役 総務部・経理部担当 

 兼社長室長） 

 
有村芳文 

取締役 営業担当兼東日本営業部長 

兼東京支店長 

（現 執行役員 営業担当兼東日本営業 

 部長兼東京支店長） 

 
横山 悟 
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