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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 6,179 △13.6 81 △69.7 77 △68.4 35 △69.2
22年3月期第3四半期 7,152 △23.7 270 △5.7 246 △3.5 115 △15.2

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3四半期 5.21 ―
22年3月期第3四半期 16.93 ―

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3四半期 3,689 1,770 48.0 258.40
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3四半期  1,770百万円 22年3月期  1,790百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
7.50 7.50

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 8,300 △9.9 124 △59.7 114 △58.7 51 △61.1 7.54



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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） 23年3月期3Q 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3Q  ―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3Q 6,850,000株 22年3月期3Q 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。 
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ファイル名：第44期3Q決算短信（3.定性的情報） 最終印刷日時：2011/02/04 8:41:00 
 

 

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３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直しが見られる

ものの、景気刺激策の効果に一服感が見られ、所得・雇用環境の低迷を背景に個人消費は弱含んで

おり、先行き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、パッケージ事業においてはデフレの影響により小売業・卸売業をはじめ

商品の販売価格が下落する傾向にありました。メディアネットワーク事業においては主力顧客であ

るカタログ通販会社等は、経営の効率化、経費削減の一環としての物流関連費用の圧縮を推し進め、

ＤＭ発送通数はさらに削減されつつあり、厳しい状況となりました。 

このような中、当社は原材料費等製造コストの改善や販管費の削減に努めるとともに、営業体制

及び生産体制の効率化に向けた取り組みを継続して進め、また一気通貫サービスの対応力強化のた

めに、新工場の建設に着手いたしました。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は6,179百万円（前年同期比13.6％減）、営業利益は81

百万円（前年同期比69.7％減）、経常利益は77百万円（前年同期比68.4％減）、四半期純利益は35

百万円（前年同期比69.2％減）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、小売業・卸売業の販売価格が下落傾向にあることから、パッケ

ージ製品においても価格競争が激化し苦戦を強いられました。こうした中、企画提案商品やセット

販売までの複合的な販売に注力し、高付加価値サービスの提供に努めた結果として、成約件数や得

意先の稼働件数は増加しつつあります。しかしながら、既存の大口得意先での販売額が減少したこ

と、当第３四半期前半において主力製品の販売数量が前年同期に比べて減少したことから、前年を

下回る結果となりました。 

この結果、当事業の当第３四半期累計期間の売上高は4,400百万円（前年同期比3.8％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、カタログ通販会社等によるＤＭ発送の規模が縮小す

る傾向はさらに続き、特に物流費の圧縮が強まる中、中小口案件向けの一気通貫サービスの提供に

一層注力してまいりました。新規顧客との取引が拡大したことや、封入封緘の取扱数量が僅かに改

善の傾向が見られたものの、物流の取扱数量の減少の影響は大きく、厳しい状況が続いております。 

この結果、当事業の当第３四半期累計期間の売上高は1,778百万円（前年同期比31.0％減）となり

ました。 
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ファイル名：第44期3Q決算短信（4.定性的情報）後半部分 最終印刷日時：2011/02/01 18:17:00 
 

 

(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３四半期会計期間末の総資産は3,689百万円となり、前事業年度末に比べ82百万円減少し

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３四半期会計期間末の負債は1,919百万円となり、前事業年度末に比べ62百万円減少しま

した。これは主に短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金ならびに長期借入金の減少

等によるものであります。 

当第３四半期会計期間末における純資産は1,770百万円となり、前事業年度末に比べ20百万円

減少しました。これは主に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３四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ214百万円減少し、

290百万円となりました。 

(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375百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益を69

百万円獲得したものの、売上債権の増加額216百万円及び仕入債務の減少額240百万円等があった

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４百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出11百万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) 

財務活動の結果得られた資金は164百万円となりました。これは主に配当金の支払額50百万円

があったものの、短期借入金の増加額300百万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10月29日に公表いたしました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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ファイル名：第44期3Q決算短信（4.定性的情報）後半部分 最終印刷日時：2011/02/01 18:17:00 
 

 

2. その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 

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、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ1,261千円減少し、

税引前四半期純利益は、9,525千円減少しております。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9,525千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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 352,115 562,365

受取手形及び売掛金 1,655,634 1,411,359

製品 169,658 182,024

仕掛品 74,509 81,679

原材料 15,320 16,636

未収還付法人税等 789 －

その他 274,553 323,833

貸倒引当金 △18,530 △12,668

流動資産合計 2,524,051 2,565,230

固定資産   

有形固定資産   

土地 599,420 599,420

その他（純額） 195,357 218,032

有形固定資産合計 794,777 817,453

無形固定資産 38,209 48,902

投資その他の資産   

その他 358,483 392,648

貸倒引当金 △26,000 △52,067

投資その他の資産合計 332,482 340,580

固定資産合計 1,165,469 1,206,936

資産合計 3,689,521 3,772,167

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 915,309 1,157,226

短期借入金 500,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 90,000 90,000

未払法人税等 － 47,459

未払消費税等 12,871 9,287

賞与引当金 41,719 77,203

その他 137,753 107,748

流動負債合計 1,697,655 1,688,925

固定負債   

長期借入金 45,000 112,500

退職給付引当金 7,959 －

役員退職慰労引当金 127,044 121,237

その他 41,815 59,426

固定負債合計 221,819 293,164

負債合計 1,919,474 1,982,089
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,402,915 1,418,618

株主資本合計 1,779,115 1,794,818

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,068 △4,741

評価・換算差額等合計 △9,068 △4,741

純資産合計 1,770,046 1,790,077

負債純資産合計 3,689,521 3,772,167
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,152,762 6,179,001

売上原価 6,004,671 5,166,658

売上総利益 1,148,090 1,012,342

販売費及び一般管理費 878,073 930,580

営業利益 270,017 81,761

営業外収益   

受取利息 1,169 976

受取配当金 2,583 2,312

保険解約返戻金 － 3,200

その他 670 350

営業外収益合計 4,423 6,839

営業外費用   

支払利息 4,778 3,383

手形売却損 7,760 5,120

支払手数料 14,000 1,500

その他 1,652 721

営業外費用合計 28,191 10,724

経常利益 246,249 77,876

特別利益   

貸倒引当金戻入額 680 －

特別利益合計 680 －

特別損失   

固定資産除却損 21,856 17

リース解約損 11,950 －

原状回復費用 9,311 －

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 43,117 8,281

税引前四半期純利益 203,812 69,595

法人税、住民税及び事業税 46,286 20,717

法人税等調整額 41,536 13,205

法人税等合計 87,823 33,923

四半期純利益 115,989 35,671

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

- 7 -



【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,439,801 2,121,929

売上原価 2,036,747 1,769,352

売上総利益 403,054 352,577

販売費及び一般管理費 296,160 304,480

営業利益 106,893 48,096

営業外収益   

受取利息 366 311

受取配当金 1,233 764

その他 387 241

営業外収益合計 1,986 1,317

営業外費用   

支払利息 1,515 1,178

手形売却損 2,285 1,677

支払手数料 500 500

その他 － 24

営業外費用合計 4,300 3,379

経常利益 104,579 46,034

特別利益   

貸倒引当金戻入額 740 －

特別利益合計 740 －

特別損失   

固定資産除却損 11,733 17

原状回復費用 9,311 －

特別損失合計 21,044 17

税引前四半期純利益 84,274 46,017

法人税、住民税及び事業税 16,227 △4,263

法人税等調整額 19,596 25,253

法人税等合計 35,824 20,990

四半期純利益 48,449 25,026
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 203,812 69,595

減価償却費 37,884 44,380

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,155 △20,205

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,396 △35,484

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,832 8,035

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △454 5,806

受取利息及び受取配当金 △3,753 △3,288

支払利息 4,778 3,383

固定資産除却損 20,935 17

売上債権の増減額（△は増加） △63,856 △216,061

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,612 20,852

仕入債務の増減額（△は減少） 121,494 △240,787

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,117 3,584

その他 17,964 52,390

小計 298,228 △307,781

利息及び配当金の受取額 3,819 3,325

利息の支払額 △4,785 △3,676

法人税等の支払額 △176,298 △67,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,963 △375,292

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 △4,659 △4,575

有形固定資産の取得による支出 △55,209 △11,428

投資有価証券の取得による支出 △2,350 △1,915

貸付けによる支出 － △300

貸付金の回収による収入 4,951 4,897

差入保証金の差入による支出 △23,984 －

建設協力金の回収による収入 9,000 9,000

その他 7,358 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,893 △4,322

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） △60,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △67,500 △67,500

リース債務の返済による支出 △12,788 △17,041

配当金の支払額 △50,942 △50,669

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,231 164,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,160 △214,826

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 350,068 290,617
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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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