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1. 当四半期決算に関する定性的情報 

 (1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀の財政金融政策により円高是正や

株価回復が進み、企業業績や設備投資、雇用環境等において改善の兆しが見られました。その一方

では、消費税率が引き上げられた４月以降、駆け込み需要の反動減からの持ち直しの動きが鈍く、

物価上昇に伴う実質所得の減少により消費マインドが低下し個人消費は弱い動きとなっています。 

一方、海外では、個人消費の回復が続く米国で景気拡大が緩やかに継続したにもかかわらず、ア

ジア諸国の政情不安や中国の成長鈍化、中東及び東欧の紛争激化など国際情勢は不安定な状態にあ

り、先行き不透明な状況が続くと思われます。 

当社グループを取り巻く環境は、原材料費の高騰や為替変動の影響を受けた仕入コストの増加、

エネルギーコストの上昇や消費税増税による消費マインドが低下するなど厳しい事業環境が続きま

した。 

このような中、当社は株式会社ＣＳ、株式会社クルー及びクルーの子会社であるCREW PLASTIC

（THAILAND）CO.,LTD.とともにグループ一体経営を推進し、商品企画開発力及び調達力をもってビジ

ネス領域を拡大し、グループ４社のそれぞれの経営資源、特性を活かして、ショーエイグループと

しての収益力の向上と強固な事業基盤の構築を着実に進めてまいりましたが、当第２四半期連結累

計期間の売上高は7,026百万円（前年同期比7.2％増）となりました。利益面につきましては、営業

損失は11百万円（前年同期は０百万円の営業利益）、経常損失は60百万円（前年同期は15百万円の

経常利益）、四半期純損失は62百万円（前年同期は０百万円の四半期純損失）となりました。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（パッケージ事業） 

当セグメントにおきましては、グループ海外子会社を製造拠点として活用しつつ、新規・休眠顧

客の掘り起こしや新たなマーケットの開拓に注力したものの、円安の影響による原材料価格の上昇

など厳しい状況が続きました。その結果、売上高は4,132百万円（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） 

当セグメントにおきましては、「ゆうメール」を使うことによる配送費用の低減や開封率のアッ

プ、煩わしさの低減等の提案を行う一気通貫サービスに注力しつつ、販管費の低減に努めてまいり

ました。その結果、売上高は1,454百万円（前年同期比10.9％増）となりました。 

 

（日用雑貨品事業） 

当セグメントにおきましては、商品企画開発力の向上に努め、海外協力メーカーとのパイプによ

る商品調達ルート作りを進めたものの、仕入原価の厳しい在庫の販売が続きました。その結果、売

上高は1,587百万円（前年同期比27.4％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は7,563百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円減

少しました。これは主に商品及び製品等が増加したものの、受取手形及び売掛金等の減少によるも

のであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は5,858百万円となり、前連結会計年度末に比べ65百万円

増加しました。これは主に社債、長期借入金等が減少したものの、支払手形及び買掛金、短期借入

金等の増加によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,704百万円となり、前連結会計年度末に比

べ97百万円減少しました。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。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し業績の

見直しを行った結果、平成26年５月９日に公表いたしました予想を修正しております。 

なお、詳細につきましては、本日（平成26年11月12日）公表いたしました「平成27年３月期第２

四半期（累計）業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 585,126 589,108

受取手形及び売掛金 2,501,628 2,379,824

商品及び製品 1,032,735 1,130,906

仕掛品 98,152 127,142

原材料 124,110 66,736

未収還付法人税等 11,640 -

その他 344,984 382,911

貸倒引当金 △10,891 △10,969

流動資産合計 4,687,486 4,665,659

固定資産

有形固定資産

土地 1,211,005 1,211,005

その他（純額） 843,741 810,598

有形固定資産合計 2,054,746 2,021,603

無形固定資産

のれん 181,411 155,495

その他 27,396 24,798

無形固定資産合計 208,808 180,294

投資その他の資産

その他 705,921 760,362

貸倒引当金 △62,850 △65,376

投資その他の資産合計 643,071 694,985

固定資産合計 2,906,625 2,896,883

繰延資産 957 777

資産合計 7,595,069 7,563,320

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,612,343 1,779,710

短期借入金 1,535,000 1,720,000

1年内償還予定の社債 134,720 134,720

1年内返済予定の長期借入金 461,772 425,172

未払法人税等 11,276 6,427

未払消費税等 3,687 42,982

賞与引当金 75,926 82,024

その他 302,803 302,241

流動負債合計 4,137,530 4,493,278
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

固定負債

社債 247,320 179,960

長期借入金 1,004,204 798,568

退職給付に係る負債 59,956 64,521

長期未払金 146,052 146,052

その他 198,358 176,342

固定負債合計 1,655,891 1,365,444

負債合計 5,793,421 5,858,723

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 1,386,116 1,275,065

自己株式 △71,556 △71,556

株主資本合計 1,690,760 1,579,709

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 109,884 125,195

繰延ヘッジ損益 255 △27

為替換算調整勘定 748 △280

その他の包括利益累計額合計 110,887 124,887

純資産合計 1,801,648 1,704,597

負債純資産合計 7,595,069 7,563,320

決算短信 （宝印刷）  2014年11月04日 18時24分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成27年3月期　第２四半期決算短信（連結）

- 5 -



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 6,554,939 7,026,960

売上原価 5,443,708 5,832,787

売上総利益 1,111,231 1,194,173

販売費及び一般管理費 1,111,155 1,205,179

営業利益又は営業損失（△） 75 △11,006

営業外収益

受取利息 463 345

受取配当金 2,400 2,715

デリバティブ評価益 34,051 4,582

その他 8,695 5,533

営業外収益合計 45,611 13,176

営業外費用

支払利息 19,471 20,158

為替差損 - 37,143

その他 10,614 5,398

営業外費用合計 30,085 62,700

経常利益又は経常損失（△） 15,601 △60,530

特別利益

固定資産売却益 2,557 -

特別利益合計 2,557 -

特別損失

固定資産売却損 - 489

固定資産除却損 - 7,236

特別損失合計 - 7,725

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

18,158 △68,255

法人税、住民税及び事業税 11,749 4,005

法人税等調整額 6,852 △9,571

法人税等合計 18,602 △5,565

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △443 △62,690

四半期純損失（△） △443 △62,690
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △443 △62,690

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 40,884 15,311

繰延ヘッジ損益 △638 △282

為替換算調整勘定 - △1,028

その他の包括利益合計 40,245 13,999

四半期包括利益 39,802 △48,690

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 39,802 △48,690

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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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