
平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成28年2月5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 東
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） 専務取締役 （氏名） 有村 芳文 TEL 06-6233-2636
四半期報告書提出予定日 平成28年2月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第3四半期 10,834 3.5 103 ― 39 ― △17 ―
27年3月期第3四半期 10,467 3.7 △24 ― △49 ― △57 ―

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 32百万円 （―％） 27年3月期第3四半期 △58百万円 （―％）

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

28年3月期第3四半期 △2.69 ―
27年3月期第3四半期 △8.87 ―

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

28年3月期第3四半期 7,454 1,653 22.2 256.44
27年3月期 7,614 1,669 21.9 258.85
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 1,653百万円 27年3月期 1,669百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

27年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
28年3月期 ― 0.00 ―
28年3月期（予想） 7.50 7.50

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
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 14,611 1.5 193 ― 137 ― 57 ― 8.84



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くだ
さい。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期3Q 6,850,000 株 27年3月期 6,850,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 402,000 株 27年3月期 402,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 6,448,000 株 27年3月期3Q 6,448,000 株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策等により企業収益や雇用情勢

の改善が見られ、景気は緩やかな回復基調にあるものの、一方で個人消費については、消費者の購

買行動は慎重さを増し力強さに欠ける状況であります。海外では、中国及び新興国経済の景気減速

や資源価格の下落による世界経済の下振れ懸念など、依然として先行きの不透明な状況が続いてお

ります。 

当社グループを取り巻く環境は、消費マインドの冷え込みが続く中、円安の長期化の影響を受け

たことによる輸入製品価格の上昇といった、厳しい市場環境で推移しております。 

このような中、当社グループは一体となって売上拡大と効率化を一層推進し、企業価値の創造と

向上を図りつつ、当社及び子会社それぞれの経営資源や特性を活かし、採算性を重視した受注体制

および強固な管理体制の構築をし、グループ収益の強化に努めてまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,834百万円（前年同期比3.5％増）となりまし

た。利益面につきましては、営業利益は103百万円（前年同期は24百万円の営業損失）、経常利益は

39百万円（前年同期は49百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は17百万円（前

年同期は57百万円の親会社に帰属する四半期純損失）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、グループ一体化、組織営業の推進により、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、それに加え提案型営業を展開するといった付加価値サ

ービスの提供も進め、また仕入調達力の強化に努めてまいりました。その結果、売上高6,245百万円

（前年同期比2.1％増）、セグメント利益418百万円（前年同期比31.9％増）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、配送費の低減や納期短縮等の提案を行う一気通貫サービスに注力

したことから封入封緘及び配送の取扱通数は回復基調にあり、また取扱数量の増加に伴う一層の作

業効率化を進めてまいりました。その結果、売上高2,228百万円（前年同期比2.4％増）、セグメン

ト利益48百万円（前年同期比12.9％減）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、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やコンテ

ンツビジネスの活用を進め、商品企画開発力の向上に努めたものの、仕入コストの高騰など厳しい

状況が続きました。その結果、売上高2,613百万円（前年同期比6.9％増）、セグメント損失18百万

円（前年同期はセグメント損失40百万円）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３四半期連結会計期間末の総資産は7,454百万円となり、前連結会計年度末に比べ159百万円

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

ものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は5,801百万円となり、前連結会計年度末に比べ144百万

円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金等が増加したものの、借入金等の減少によるもの

であります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は1,653百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円減

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３四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27年５月15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28年２月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

(会計方針の変更) 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以

下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、

支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上する

とともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。

また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確

定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四

半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替え

を行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項(４)、連結会計基準第44-５

項(４)及び事業分離等会計基準第57-４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連

結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 585,868 561,601

受取手形及び売掛金 2,584,811 2,693,338

商品及び製品 1,294,670 1,224,452

仕掛品 106,314 136,447

原材料 136,224 77,502

未収還付法人税等 5,016 6,529

その他 329,569 243,235

貸倒引当金 △10,409 △2,101

流動資産合計 5,032,065 4,941,005

固定資産

有形固定資産

土地 1,125,712 1,125,712

その他（純額） 784,453 721,011

有形固定資産合計 1,910,165 1,846,724

無形固定資産

のれん 89,394 62,576

その他 24,784 20,039

無形固定資産合計 114,178 82,615

投資その他の資産

その他 593,789 589,928

貸倒引当金 △36,004 △5,690

投資その他の資産合計 557,785 584,238

固定資産合計 2,582,129 2,513,578

繰延資産 596 351

資産合計 7,614,792 7,454,934

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,875,416 2,146,466

短期借入金 1,850,000 1,760,000

1年内償還予定の社債 124,720 84,720

1年内返済予定の長期借入金 447,272 415,467

未払法人税等 26,534 86

未払消費税等 70,912 39,353

賞与引当金 76,318 49,021

その他 245,519 332,297

流動負債合計 4,716,693 4,827,412
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

固定負債

社債 122,600 62,280

長期借入金 756,932 567,149

退職給付に係る負債 60,596 62,528

長期未払金 146,052 146,052

その他 142,831 135,967

固定負債合計 1,229,011 973,977

負債合計 5,945,704 5,801,389

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 1,306,918 1,241,240

自己株式 △71,556 △71,556

株主資本合計 1,611,562 1,545,884

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 67,937 100,188

繰延ヘッジ損益 △97 -

為替換算調整勘定 △10,314 7,471

その他の包括利益累計額合計 57,525 107,660

純資産合計 1,669,087 1,653,544

負債純資産合計 7,614,792 7,454,934
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（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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 10,467,259 10,834,935

売上原価 8,707,860 9,014,984

売上総利益 1,759,399 1,819,950

販売費及び一般管理費 1,784,315 1,716,770

営業利益又は営業損失（△） △24,916 103,180

営業外収益

受取利息 498 365

受取配当金 3,319 2,887

デリバティブ評価益 7,316 -

その他 8,786 9,387

営業外収益合計 19,921 12,640

営業外費用

支払利息 30,509 28,065

為替差損 5,547 33,109

その他 8,533 15,466

営業外費用合計 44,590 76,642

経常利益又は経常損失（△） △49,585 39,179

特別利益

固定資産売却益 1,746 438

特別利益合計 1,746 438

特別損失

固定資産売却損 489 -

固定資産除却損 7,236 7,836

特別損失合計 7,725 7,836

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（△）

△55,564 31,781

法人税、住民税及び事業税 2,447 21,147

法人税等調整額 △831 27,951

法人税等合計 1,616 49,099

四半期純損失（△） △57,180 △17,318

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △57,180 △17,318
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純損失（△） △57,180 △17,318

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,728 32,251

繰延ヘッジ損益 △1,479 97

為替換算調整勘定 △5,857 17,785

その他の包括利益合計 △1,608 50,135

四半期包括利益 △58,789 32,816

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △58,789 32,816
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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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