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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6月30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 ％

29年3月期第1四半期 3,637 4.9 88 ― 47 ― 25 ―
28年3月期第1四半期 3,467 1.9 △17 ― △4 ― △8 ―

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 68百万円 （―％） 28年3月期第1四半期 △4百万円 （―％）

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

29年3月期第1四半期 3.93 ―
28年3月期第1四半期 △1.29 ―

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

29年3月期第1四半期 7,076 1,718 24.3 266.46
28年3月期 7,133 1,697 23.8 263.31
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 1,718百万円 28年3月期 1,697百万円

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

28年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
29年3月期 ―
29年3月期（予想） 0.00 ― 7.50 7.50

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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

第2四半期(累計) 7,671 9.2 211 ― 209 ― 126 ― 19.66
通期 15,872 9.0 485 172.7 482 371.2 292 ― 45.29



(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） 29年3月期1Q 6,850,000 株 28年3月期 6,850,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 402,000 株 28年3月期 402,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 6,448,000 株 28年3月期1Q 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種景気刺激策により雇用環境や設

備投資等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、実質賃

金の伸び悩みなどにより力強さを欠いております。 

海外では、英国のＥＵ離脱による金融市場の不安定さや中国及び新興国経済の減速の影響があり先

行きは依然として不透明な状況となりました。 

当社グループを取り巻く環境は、米利上げ観測の後退等による円高・株安の進行や原油価格の緩や

かな上昇等による消費者マインドの悪化などで厳しい事業環境が続いております。 

このような中、グループ一体経営で売上拡大と効率化を推進、ビジネス領域を拡大し、グループ４

社それぞれの経営資源や特性を活かして、強固な収益基盤作りを進めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,637百万円（前年同期比4.9％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益は88百万円（前年同期は17百万円の営業損失）、経常利益は47百万

円（前年同期は４百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は25百万円（前年同期は

８百万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、大口先開拓や新規・休眠

顧客の掘り起こしに注力しつつ、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てま

いりました。それに加え、タイ工場においての稼働率アップによる生産効率化の向上及び円安傾向の

緩和による原材料費の逓減等により、売上高、セグメント利益ともに大幅に改善いたしました。 

その結果、売上高2,227百万円（前年同期比11.9％増）、セグメント利益214百万円（前年同期比

138.3％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

たものの、競合他社による単価の引下げやクライアントの発送部数の見直し等によって封入封緘売上

や物流売上が低調となり、売上高、セグメント利益ともに前年同期を下回りました。 

その結果、売上高594百万円（前年同期比17.4％減）、セグメント損失４百万円（前年同期はセグメ

ント利益13百万円）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商品企画

開発力の向上に努めたことにより、100円均一ショップやドラッグストア向けの販売が増加しました。

また円安傾向の緩和による仕入単価の逓減及び販管費の削減等、セグメント利益の改善につながりま

した。 

その結果、売上高873百万円（前年同期比8.6％増）、セグメント利益29百万円（前年同期はセグメ

ント損失11百万円）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１四半期連結会計期間末の総資産は7,076百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円減少

しました。これは主に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１四半期連結会計期間末の負債合計は5,357百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円減

少しました。これは主に借入金等の減少によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は1,718百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円増加

しました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加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 

平成28年５月13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。 

 

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) 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告  第32号  平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更してお

ります。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

(2) 追加情報  

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28

日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 297,315 361,160

受取手形及び売掛金 2,498,311 2,423,890

商品及び製品 1,332,703 1,348,732

仕掛品 103,577 93,556

原材料及び貯蔵品 122,024 98,740

未収還付法人税等 7,729 7,873

その他 267,433 245,121

貸倒引当金 △2,009 △2,728

流動資産合計 4,627,086 4,576,348

固定資産

有形固定資産

土地 1,125,712 1,125,712

その他（純額） 705,744 673,889

有形固定資産合計 1,831,457 1,799,601

無形固定資産

のれん 53,636 44,697

その他 19,270 18,791

無形固定資産合計 72,907 63,488

投資その他の資産

その他 606,031 643,448

貸倒引当金 △4,490 △7,125

投資その他の資産合計 601,541 636,323

固定資産合計 2,505,906 2,499,413

繰延資産 294 238

資産合計 7,133,287 7,076,001

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,922,068 1,904,573

短期借入金 1,780,000 1,840,000

1年内償還予定の社債 83,120 83,120

1年内返済予定の長期借入金 390,479 370,308

未払法人税等 28,239 22,404

未払消費税等 35,508 43,963

賞与引当金 72,620 46,717

その他 268,752 302,381

流動負債合計 4,580,788 4,613,468

固定負債

社債 39,480 21,520

長期借入金 455,953 363,376

退職給付に係る負債 63,929 68,254

長期未払金 146,052 146,052

その他 149,266 145,205

固定負債合計 854,681 744,408

負債合計 5,435,469 5,357,876
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30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 1,277,910 1,254,914

自己株式 △71,556 △71,556

株主資本合計 1,582,554 1,559,558

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 119,559 153,723

繰延ヘッジ損益 △1,924 △212

為替換算調整勘定 △2,371 5,056

その他の包括利益累計額合計 115,263 158,566

純資産合計 1,697,817 1,718,124

負債純資産合計 7,133,287 7,076,001
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 3,467,797 3,637,467

売上原価 2,925,859 2,930,244

売上総利益 541,937 707,223

販売費及び一般管理費 559,829 619,168

営業利益又は営業損失（△） △17,892 88,054

営業外収益

受取利息 122 68

受取配当金 1,531 1,668

為替差益 18,448 -

その他 6,697 1,000

営業外収益合計 26,800 2,738

営業外費用

支払利息 9,327 6,947

為替差損 - 33,954

その他 4,472 2,371

営業外費用合計 13,800 43,273

経常利益又は経常損失（△） △4,892 47,518

特別損失

固定資産除却損 956 -

特別損失合計 956 -

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（△）

△5,848 47,518

法人税、住民税及び事業税 1,877 21,334

法人税等調整額 603 819

法人税等合計 2,481 22,154

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,329 25,363

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△8,329 25,363

決算短信（宝印刷） 2016年08月04日 15時40分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成29年３月期　第１四半期決算短信（連結）

- 6 -



四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,329 25,363

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,551 34,163

繰延ヘッジ損益 97 1,711

為替換算調整勘定 △2,054 7,427

その他の包括利益合計 3,594 43,303

四半期包括利益 △4,735 68,666

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,735 68,666
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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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