
平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成21年11月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ショーエイコーポレーション 上場取引所 大 
コード番号 9385 URL http://www.shoei-corp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 芝原 英司
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 有村 芳文 TEL 06-6233-2636
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(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2四半期 4,712 △27.8 163 △19.1 141 △27.0 67 △36.4
21年3月期第2四半期 6,528 ― 201 ― 194 ― 106 ―

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2四半期 9.86 ―
21年3月期第2四半期 16.47 ―

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2四半期 3,876 1,719 44.4 251.09
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2四半期  1,719百万円 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
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

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 9,864 △16.3 412 41.8 383 53.7 186 38.4 27.22
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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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 6,850,000株 21年3月期第2四半期 6,450,000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２四半期累計期間における世界経済の環境は、一部では持ち直しの動きがみられたものの、全体としては緩やか

な景気後退となりました。 

国内では、在庫調整の一巡、経済対策の効果に加え、輸出及び生産の持ち直しの傾向がある一方、設備投資の減少、

個人消費の冷え込み、雇用情勢の悪化により、景気の先行きは依然として厳しい状況が続いてまいりました。 

当社を取り巻く環境は、パッケージ事業においては、前事業年度から続く景気後退の影響により厳しい事業環境とな

りました。このような中、これまで取り組みを続けてきた企画提案型の営業力の成長等により、業績は緩やかに回復し

ております。しかしながら、メディアネットワーク事業においては、顧客先であるカタログ通販会社等におけるコスト

抑制が当初の見通し以上に影響し、一層厳しい事業環境となりました。 

このような状況の中、業容の拡大に伴う人員増加への対応及び支店機能の充実を図ることを目的とした東京支店の移

転、また、経営資源の効率的利用のため、経費節減と利便性を考え、パッケージプランニング堺センターの大阪生産セ

ンターへの移転、集約を進めております。 

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は 4,712 百万円（前年同期比 27.8％減）、営業利益は 163 百万円（前年同期

比 19.1％減）、経常利益は 141 百万円（前年同期比 27.0％減）、四半期純利益は 67 百万円（前年同期比 36.4％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、顧客の販売促進活動等に適した商品を提案し、要望や消費者ニーズに合わせて当社

のパッケージや封入のサービスを提供する企画提案型営業が新規顧客、既存顧客共に受け入れられ、この分野で大きく

成長しました。中でも新型インフルエンザ発生に伴う衛生用品向け包装材の需要が増加したことから事業全体としても

業績は回復基調となり、当累計期間の後半ではほぼ前年の水準にまで回復いたしましたが、結果として売上減少となり

ました。また、ナフサ等原料価格の下落によるフィルム等の原材料費が低下したことにより、売上総利益は増加いたし

ました。 

この結果、当事業の当第２四半期累計期間の売上高は 2,918 百万円（前年同期比 8.3％減）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広告費全体が減少する中、

中小口案件の獲得を中心に一気通貫サービスの提供や新規顧客の開拓、既存顧客の深耕とあわせ、封筒の販売を強化し

てまいりました。しかしながら顧客先であるカタログ通販会社等におけるＤＭの通数の減少、単価の圧縮等が大きく影

響したことにより一層厳しい事業環境となりました。 

この結果、当事業の当第２四半期累計期間の売上高は 1,794 百万円（前年同期比 46.3％減）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２四半期会計期間末の総資産は 3,876 百万円となり、前事業年度末に比べ 198 百万円減少しました。これ

は主に受取手形及び売掛金の減少等によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の負債は 2,156 百万円となり、前事業年度末に比べ 225 百万円減少しました。これは

主に未払法人税等の減少及び長期借入金の減少等によるものであります。 

当第２四半期会計期間末における純資産は 1,719 百万円となり、前事業年度末に比べ 26 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。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累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 69 百万

円減少し、415 百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は 35 百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額 68 百万円及び法人税等

の支払額 146 百万円等があったものの、税引前四半期純利益 119 百万円の計上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 31 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 18 百万円

及び差入保証金の差入による支出 20 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 73 百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額 30 百万円があったも

のの、長期借入金の返済による支出 45 百万円、配当金の支払額 50 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業績予想を修正しております。 

修正の内容ならびに修正の理由につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

 

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、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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 469,595 535,991

受取手形及び売掛金 1,697,514 1,909,200

製品 177,482 200,968

仕掛品 100,145 107,575

原材料 26,562 28,932

その他 191,721 97,506

貸倒引当金 △17,649 △16,173

流動資産合計 2,645,373 2,864,001

固定資産   

有形固定資産   

土地 599,420 599,420

その他（純額） 189,974 167,391

有形固定資産合計 789,394 766,811

無形固定資産 51,810 58,824

投資その他の資産   

その他 468,028 451,931

貸倒引当金 △77,857 △66,382

投資その他の資産合計 390,171 385,548

固定資産合計 1,231,375 1,211,184

資産合計 3,876,749 4,075,185

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,246,500 1,314,630

短期借入金 230,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 90,000

未払法人税等 32,574 151,301

未払消費税等 12,003 29,729

賞与引当金 78,499 78,449

その他 112,114 105,333

流動負債合計 1,801,692 1,969,445

固定負債   

長期借入金 157,500 202,500

退職給付引当金 13,509 34,042

役員退職慰労引当金 116,884 119,516

その他 67,193 56,329

固定負債合計 355,088 412,387

負債合計 2,156,780 2,381,833
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,353,473 1,337,309

株主資本合計 1,729,673 1,713,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,705 △20,156

評価・換算差額等合計 △9,705 △20,156

純資産合計 1,719,968 1,693,352

負債純資産合計 3,876,749 4,075,185
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,528,736 4,712,961

売上原価 5,699,130 3,967,924

売上総利益 829,606 745,036

販売費及び一般管理費 627,871 581,912

営業利益 201,734 163,124

営業外収益   

受取利息 567 803

受取配当金 1,180 1,349

還付加算金 2,690 －

その他 75 283

営業外収益合計 4,514 2,436

営業外費用   

支払利息 4,162 3,263

手形売却損 7,398 5,475

上場関連費用 538 －

支払手数料 － 13,500

貸倒引当金繰入額 133 －

その他 － 1,711

営業外費用合計 12,232 23,950

経常利益 194,016 141,610

特別損失   

固定資産除却損 3,096 10,122

固定資産売却損 195 －

リース解約損 － 11,950

特別損失合計 3,291 22,072

税引前四半期純利益 190,725 119,537

法人税、住民税及び事業税 94,584 30,058

法人税等調整額 △10,068 21,939

法人税等合計 84,515 51,998

四半期純利益 106,209 67,539
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 【第２四半期会計期間】 
(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,125,817 2,239,431

売上原価 2,698,138 1,871,181

売上総利益 427,679 368,249

販売費及び一般管理費 326,160 301,887

営業利益 101,519 66,362

営業外収益   

受取利息 299 409

受取配当金 88 74

還付加算金 2,597 －

その他 17 109

営業外収益合計 3,003 593

営業外費用   

支払利息 2,091 1,617

手形売却損 3,635 3,263

上場関連費用 538 －

支払手数料 － 13,500

貸倒引当金繰入額 － 73

その他 － 1,631

営業外費用合計 6,265 20,087

経常利益 98,257 46,868

特別利益   

貸倒引当金戻入額 28 －

特別利益合計 28 －

特別損失   

固定資産除却損 3,096 9,960

リース解約損 － 11,950

特別損失合計 3,096 21,910

税引前四半期純利益 95,189 24,957

法人税、住民税及び事業税 82,533 28,899

法人税等調整額 △44,393 △17,173

法人税等合計 38,140 11,725

四半期純利益 57,048 13,232
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 190,725 119,537

減価償却費 22,811 24,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40,470 12,950

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,035 49

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △20,532

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,343 △2,631

受取利息及び受取配当金 △1,747 △2,153

支払利息 4,162 3,263

固定資産除却損 3,096 9,201

固定資産売却損益（△は益） 195 －

売上債権の増減額（△は増加） △425,740 116,356

たな卸資産の増減額（△は増加） △71,113 33,285

仕入債務の増減額（△は減少） 112,610 △68,268

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,909 △17,725

その他 △15,318 △23,476

小計 △108,558 184,049

利息及び配当金の受取額 1,657 2,053

利息の支払額 △4,119 △3,325

法人税等の還付額 86,210 －

法人税等の支払額 － △146,951

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,811 35,825

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 △3,000 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △26,973 △18,562

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 △823 △787

貸付金の回収による収入 2,304 3,040

差入保証金の差入による支出 △18,934 △20,511

建設協力金の回収による収入 6,000 6,000

その他 368 2,157

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,058 △31,914

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） 50,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △52,000 △45,000

リース債務の返済による支出 △5,800 △7,410

配当金の支払額 △48,375 △50,897

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,175 △73,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,044 △69,396

現金及び現金同等物の期首残高 387,217 485,228

㈱ショーエイコーポレーション　（9385）　平成22年３月期第２四半期決算短信　（非連結）
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 265,172 415,832

㈱ショーエイコーポレーション　（9385）　平成22年３月期第２四半期決算短信　（非連結）
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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。 

㈱ショーエイコーポレーション　（9385）　平成22年３月期第２四半期決算短信　（非連結）
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