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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）当社は、平成21年３月期第３四半期より四半期決算短信の開示を始めたため、21年３月期第１四半期および22年３月期第１四半期の対前年同四半
期増減率は記載していません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 2,473 ― 96 ― 94 ― 54 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 7.93 ―
21年3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

22年3月期第1四半期 3,916 1,706 43.6 249.07
21年3月期 4,075 1,693 41.6 247.20

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,706百万円 21年3月期  1,693百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（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

21年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 7.50 7.50

3.  平成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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

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 49.7 412 65.4 208 54.9 30.45
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他を御覧ください。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,850,000株 21年3月期  6,850,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 6,850,000株 21年3月期第1四半期  ―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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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における経済環境は、米国を震源地とした金融危機に始まった大幅な景気後退からの立ち直りの兆しが

見られるものの、設備投資の大幅な減少や雇用情勢の更なる悪化などから景気の先行きは依然として厳しい状況にあり

ます。 

わが国経済は、自動車産業など実体産業の一部において若干の回復傾向を見せたものの、景気後退の影響が色濃く残

っていることから、先行きに対する不透明感を抱えたままとなっております。 

当社を取り巻く環境は、パッケージ事業においては、前事業年度後半に見られた原材料価格の緩やかな下落傾向が続

いております。販売につきましては、当社顧客企業による買い控えや企画の延期等によって厳しい事業環境となりまし

た。メディアネットワーク事業においては、前事業年度後半から続くカタログ通販各社による経費削減への取り組みが

さらに進行し、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、業務及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、当第１四半期累計期間の売上高は 2,473 百万円、営業利益は 96 百万円、経常利益は 94 百万円、四半期純

利益は 54 百万円となりました。 

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、前事業年度から続く景気後退の影響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、買い控えや企画の延期等によって厳しい事業環境となりました。このような中、原材料価格

についての値下げ交渉での収益構造の強化や、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。しかし買

い控えなどの使用抑制による受注数の減少により、結果として売上減少となりました。 

この結果、当事業の売上高は 1,453 百万円となりました。 

 

（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、当社の主力顧客であるカタログ通販会社のＤＭ広告費全体が縮小す

る中、一気通貫サービスの提供や新規顧客の開拓、既存顧客の深耕と合わせて、封筒の販売に注力してまいりまし

た。 

しかしながら前事業年度から続く、顧客先である通販会社等における広告費の削減など厳しい事業環境となった

ことから、受注数量が減少し、激しい競争を余儀なくされました。 

この結果、当事業の売上高は 1,020 百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は 3,916 百万円となり、前事業年度末に比べ 158 百万円減少しました。これ

は主に現金及び預金の減少等によるものであります。 

当第１四半期会計期間末の負債は 2,210 百万円となり、前事業年度末に比べ 171 百万円減少しました。これは

主に賞与引当金の減少及び未払法人税等の減少等によるものであります。 

当第１四半期会計期間末における純資産は 1,706 百万円となり、前事業年度末に比べ 12 百万円増加しました。

これは主に利益剰余金の増加等によるものであります。 

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成22年３月期第１四半期決算短信（非連結）

- 3 -



 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間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 151 百万

円減少し、334 百万円となりました。 

(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 116 百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益 94 百万円の計上があ

ったものの、賞与引当金の減少額37百万円、法人税等の支払額146百万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 10 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出７百万円及

び差入保証金の差入による支出４百万円があったこと等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 24 百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額 40 百万円があったも

のの、長期借入金の返済による支出 22 百万円、配当金の支払額 38 百万円等があったことによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年５月 15 日に公表いたしました第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、現時点に

おいて変更はありません。 

 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期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 

会計処理基準に関する事項の変更 

（たな卸資産の評価方法の変更） 

従来、原材料の評価方法は、主として先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっておりましたが、当第１四半期会計期間より主として移動平均法による原価法（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。この変更は、新たな在庫管理システムの本格稼動に伴い、移動平

均法による在庫評価計算が可能となったため価格変動を平均化し、期間損益をより適正に表示することを目

的に行ったものであります。 

なお、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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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 386,277 535,991

受取手形及び売掛金 1,934,824 1,909,200

製品 197,643 200,968

仕掛品 94,364 107,575

原材料 28,926 28,932

その他 81,747 97,506

貸倒引当金 △15,916 △16,173

流動資産合計 2,707,868 2,864,001

固定資産   

有形固定資産   

土地 599,420 599,420

その他 169,539 167,391

有形固定資産合計 768,959 766,811

無形固定資産 55,317 58,824

投資その他の資産   

その他 453,306 451,931

貸倒引当金 △69,245 △66,382

投資その他の資産合計 384,061 385,548

固定資産合計 1,208,338 1,211,184

資産合計 3,916,206 4,075,185

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,300,171 1,314,630

短期借入金 240,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 90,000

未払法人税等 2,148 151,301

未払消費税等 19,438 29,729

賞与引当金 41,257 78,449

その他 152,973 105,333

流動負債合計 1,845,989 1,969,445

固定負債   

長期借入金 180,000 202,500

退職給付引当金 15,837 34,042

役員退職慰労引当金 114,707 119,516

その他 53,521 56,329

固定負債合計 364,066 412,387

負債合計 2,210,056 2,381,833
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 229,400 229,400

資本剰余金 146,800 146,800

利益剰余金 1,340,241 1,337,309

株主資本合計 1,716,441 1,713,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,290 △20,156

評価・換算差額等合計 △10,290 △20,156

純資産合計 1,706,150 1,693,352

負債純資産合計 3,916,206 4,075,185
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,473,529

売上原価 2,096,743

売上総利益 376,786

販売費及び一般管理費 280,024

営業利益 96,761

営業外収益  

受取利息 393

受取配当金 1,275

その他 173

営業外収益合計 1,843

営業外費用  

支払利息 1,645

手形売却損 2,211

その他 20

営業外費用合計 3,877

経常利益 94,727

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14

特別利益合計 14

特別損失  

固定資産除却損 161

特別損失合計 161

税引前四半期純利益 94,580

法人税、住民税及び事業税 1,159

法人税等調整額 39,113

法人税等合計 40,273

四半期純利益 54,306
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 94,580

減価償却費 11,490

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,605

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,808

受取利息及び受取配当金 △1,669

支払利息 1,645

固定資産除却損 161

売上債権の増減額（△は増加） △25,701

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,541

仕入債務の増減額（△は減少） △15,108

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,291

その他 16,530

小計 30,578

利息及び配当金の受取額 1,623

利息の支払額 △1,675

法人税等の支払額 △146,966

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,440

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 △1,500

有形固定資産の取得による支出 △7,662

無形固定資産の取得による支出 △250

投資有価証券の取得による支出 △393

貸付金の回収による収入 1,177

差入保証金の差入による支出 △4,511

建設協力金の回収による収入 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,139

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） 40,000

長期借入金の返済による支出 △22,500

リース債務の返済による支出 △4,124

配当金の支払額 △38,010

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,214

現金及び現金同等物の期首残高 485,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 334,014
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 

「参考資料」 

当社は、平成21年３月期第３四半期より四半期決算短信の開示を始めたため、平成21年３月期第１四半期累計期間

の四半期損益計算書および四半期キャッシュ・フロー計算書は記載していません。 

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成22年３月期第１四半期決算短信（非連結）

- 9 -




