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(百万円未満切捨て)

1.平成 23 年３月期第１四半期の業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 日） 
 

(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 ％
23年３月期第１四半期 2,074 △16.1 8 △91.3 5 △93.7 △2 ―
22年３月期第１四半期 2,473 ― 96 ― 94 ― 54 ―
 

 
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

23年３月期第１四半期 △0 42 ― ―
22年３月期第１四半期 7 93 ― ―
※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 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おりません。 
 
(2) 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

23年３月期第１四半期 3,700 1,726 46.7 252 07
22年３月期 3,772 1,790 47.5 261 33 
(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,726百万円  22年３月期 1,790百万円

 

2.配当の状況  

 
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

 22年３月期 ― ― 0 00 ― ― 7 50 7 50

 23年３月期 ― ―  

 23年３月期(予想)  0 00 ― ― 7 50 7 50

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

3.平成 23 年３月期の業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 4,868 3.3 144 △11.4 128 △9.1 61 △9.5 8 92
通期 10,042 9.0 361 17.3 327 18.3 168 26.7 24 53

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 



  
4.その他（詳細は【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。） 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無 

（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(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) 23年３月期１Ｑ 6,850,000株 22年３月期 6,850,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ ―株 22年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 6,850,000株 22年３月期１Ｑ 6,850,000株

 

 

 
※ 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財務諸表のレビュー手続は終了して

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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



○添付資料の目次 
 
1. 当四半期決算に関する定性的情報･････････････････････････････････････････････････ 2 

(1)経営成績に関する定性的情報････････････････････････････････････････････････････ 2 

(2)財政状態に関する定性的情報････････････････････････････････････････････････････ 3 

(3)業績予想に関する定性的情報････････････････････････････････････････････････････ 3 

2. その他の情報･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 4 

(1)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要････････････････････････････････････････ 4 

(2)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要･･････････････････････････････････ 4 

(3)継続企業の前提に関する重要事象等の概要････････････････････････････････････････ 4 

3. 四半期財務諸表･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5 

(1)四半期貸借対照表･･････････････････････････････････････････････････････････････ 5 

(2)四半期損益計算書･･････････････････････････････････････････････････････････････ 7 

(3)四半期キャッシュ・フロー計算書････････････････････････････････････････････････ 8 

(4)継続企業の前提に関する注記････････････････････････････････････････････････････ 9 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記･･････････････････････････････････ 9 

 

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成23年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

- 1 -



1. 当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における経済環境は、欧州では財政危機による信用不安が景気低迷を長期化させる

懸念がある中、中国をはじめアジア各国では内需が堅調に推移し、全体としては景気が緩やかに回

復する傾向にあります。わが国経済は、大企業を中心とした企業収益の改善が見られるものの、雇

用情勢は厳しく、デフレ傾向にあるなど、先行きの不透明な状況で推移いたしました。 

 当社を取り巻く環境は、パッケージ事業では、パッケージサービスの一気通貫メーカーとして、

パッケージの企画・製造販売だけでなく、企画提案商品の販売や、製品・商品をパッケージに包装

するセット販売までの複合販売を進め、販売数量が堅調に推移しました。しかしながら、低価格帯

の製品が販売の中心となったことにより、厳しい展開となりました。こうした中で、原材料費など

原価を抑え、利益率については引き続き改善に努めてまいりました。メディアネットワーク事業で

は、顧客の経費削減への取り組みが強まる中、一気通貫サービスの提供や、課題解決支援型の営業

を徹底することにより、中小口案件対応力及び収益力の向上を図ってまいりました。しかしながら、

大口顧客においてコスト削減が一層強まったことにより、取扱い数量が減少し、販売価格について

も低下したことから、売上減少となりました。 

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,074百万円（前年同期比16.1％減）となり、利益面

においては、年金資産の時価下落に伴う退職給付費用増加の影響を受け、営業利益は８百万円（前

年同期比91.3％減）、経常利益は５百万円（前年同期比93.7％減）となり、加えて資産除去債務に

関する会計基準の適用に伴う特別損失の発生により四半期純損失は２百万円（前年同期比57百万円

の悪化）となりました。 

セグメントごと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、消費者の購買意欲が低下する中にあって、パッケージの製造販

売だけでなく、企画提案商品の販売、セット販売等を組み合わせた複合的な販売を推進してまいり

ました。その結果、販売数量については堅調に推移いたしましたが、低価格志向の高まりから、主

力製品をはじめ低価格帯の製品が販売の中心となり、厳しい事業環境となりました。 

この結果、当事業の当第１四半期累計期間の売上高は1,421百万円（前年同期比2.2％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、顧客の課題解決を支援する取り組みとして、開封率

アップ、煩わしさの低減といった提案や、一気通貫サービスの提供を推進し、当社が強みとする中

小口案件を中心に、既存顧客の深耕と新規顧客の開拓に注力してまいりました。しかしながら、大

口顧客おいてコスト削減への取り組みが一段と進行し、発送通数や回数の減少、物流費の削減、ま

た封入点数の減少等が生じ、加えて販売価格も低下したことにより、結果として大幅な売上減少と

なりました。 

この結果、当事業の当第１四半期累計期間の売上高は653百万円（前年同期比36.0％減）となりま

した。 
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(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3,700百万円となり、前事業年度末に比べ71百万円減少し

ました。これは主に受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金が減少したこと等によ

るものであります。 

当第１四半期会計期間末の負債は1,973百万円となり、前事業年度末に比べ８百万円減少しま

した。これは主に未払法人税等及び賞与引当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における純資産は1,726百万円となり、前事業年度末に比べ63百万円

減少しました。これは主に配当金の支払い等による利益剰余金の減少等によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ158百万円減少

し、347百万円となりました。 

(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126百万円となりました。これは主に売上債権の増加額66百万

円及び法人税等の支払額44百万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２百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出５百万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28百万円となりました。これは主に配当金の支払額40百万円等

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22年５月13日に公表いたしました第２四半期累計期間及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。 
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2. その他の情報 

(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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ420千円減少し、税引前四半期純損失は、

8,683千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「そ

の他」が8,683千円減少しております。 

 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 405,460 562,365

受取手形及び売掛金 1,508,020 1,411,359

製品 194,983 182,024

仕掛品 75,607 81,679

原材料 21,915 16,636

その他 316,666 323,833

貸倒引当金 △14,913 △12,668

流動資産合計 2,507,739 2,565,230

固定資産   

有形固定資産   

土地 599,420 599,420

その他（純額） 211,942 218,032

有形固定資産合計 811,362 817,453

無形固定資産 45,338 48,902

投資その他の資産   

その他 385,254 392,648

貸倒引当金 △49,523 △52,067

投資その他の資産合計 335,730 340,580

固定資産合計 1,192,431 1,206,936

資産合計 3,700,171 3,772,167

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,149,148 1,157,226

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 1,851 47,459

未払消費税等 16,684 9,287

賞与引当金 42,132 77,203

その他 148,512 107,748

流動負債合計 1,688,328 1,688,925

固定負債   

長期借入金 90,000 112,500

退職給付引当金 18,864 －

役員退職慰労引当金 122,644 121,237

その他 53,636 59,426

固定負債合計 285,145 293,164

負債合計 1,973,474 1,982,089
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 1,364,368 1,418,618

株主資本合計 1,740,568 1,794,818

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,870 △4,741

評価・換算差額等合計 △13,870 △4,741

純資産合計 1,726,697 1,790,077

負債純資産合計 3,700,171 3,772,167
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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)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,473,529 2,074,404

売上原価 2,096,743 1,734,206

売上総利益 376,786 340,197

販売費及び一般管理費 280,024 331,761

営業利益 96,761 8,435

営業外収益   

受取利息 393 330

受取配当金 1,275 1,080

その他 173 65

営業外収益合計 1,843 1,476

営業外費用   

支払利息 1,645 1,115

手形売却損 2,211 1,796

その他 20 1,025

営業外費用合計 3,877 3,936

経常利益 94,727 5,975

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14 299

特別利益合計 14 299

特別損失   

固定資産除却損 161 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,263

特別損失合計 161 8,263

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 94,580 △1,988

法人税、住民税及び事業税 1,159 597

法人税等調整額 39,113 288

法人税等合計 40,273 886

四半期純利益又は四半期純損失（△） 54,306 △2,875
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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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税引前四半期純損失
（△）

94,580 △1,988

減価償却費 11,490 14,271

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,605 △299

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,192 △35,071

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,205 18,940

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,808 1,406

受取利息及び受取配当金 △1,669 △1,410

支払利息 1,645 1,115

固定資産除却損 161 －

売上債権の増減額（△は増加） △25,701 △66,969

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,541 △12,164

仕入債務の増減額（△は減少） △15,108 △41,160

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,291 7,397

その他 16,530 33,634

小計 30,578 △82,299

利息及び配当金の受取額 1,623 1,391

利息の支払額 △1,675 △1,375

法人税等の支払額 △146,966 △44,366

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,440 △126,650

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 △1,500

有形固定資産の取得による支出 △7,662 △5,015

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 △404

貸付金の回収による収入 1,177 1,019

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 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,139 △2,900

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 40,000

長期借入金の返済による支出 △22,500 △22,500

リース債務の返済による支出 △4,124 △5,644

配当金の支払額 △38,010 △40,709

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,634 △28,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,214 △158,405

現金及び現金同等物の期首残高 485,228 505,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 334,014 347,038
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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。 
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