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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

平成25年３月期第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年３月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率につい
ては記載しておりません。 

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 6,554 ― 0 ― 15 ― △0 ―
25年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 39百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 ―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

26年3月期第2四半期 △0.07 ―
25年3月期第2四半期 ― ―

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

26年3月期第2四半期 7,423 1,905 25.7 295.44
25年3月期 7,675 1,913 24.9 296.77
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  1,905百万円 25年3月期  1,913百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  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 15,500 36.2 429 224.2 385 16.2 213 10.0 33.10



(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）２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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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） 26年3月期2Q 6,850,000 株 25年3月期 6,850,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 402,000 株 25年3月期 402,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,448,000 株 25年3月期2Q 6,850,000 株
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ファイル名：第47期2Q決算短信（3.定性的情報）.doc 最終印刷日時：2013/11/06 19:45:00 
 

 

1. 当四半期決算に関する定性的情報 

前第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、業績数値の前年同四半

期等との比較分析は行っておりません。 

(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、昨年末の政権交代後の経済政策のもと、円高

の是正や株価回復が進み、景況感には改善の動きが見られたものの、その後の株式市場における株

価の乱高下や来春の消費税増税による景気の腰折れリスク、また、欧州の債務問題や中国の経済停

滞等の懸念材料もあり、依然景気の先行きは不透明な状況であると思われます。 

当社グループを取り巻く環境は、為替変動などの影響を受けて原材料や商品の仕入価格の上昇懸

念が一層強まり、厳しい事業環境となりました。 

このような中、当社は株式会社ＣＳ及び株式会社クルーを子会社化し、商品企画開発力及び調達

力の強化を図り、３社の顧客基盤を共有化することで新たなチャネルの創造、人材や設備さらには

ノウハウの活用等、グループとしての収益力の向上と強固な事業基盤の再構築を進めてまいりまし

た。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,554百万円となりました。利益面につきまして

は、営業利益は０百万円、デリバティブ評価益を計上したことから経常利益は15百万円、四半期純

損失は０百万円となりました。 

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、価格競争の激化や原材料価格の上昇等厳しい状況が続く中、企画

提案商品やセット販売等の複合販売による拡販に努めてまいりました。その結果、売上高は4,295百

万円となりました。 

 

（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、配送費用の低減やＤＭ開封率のアップ等のきめ細やかな提案や一

気通貫サービスの提供を進めてまいりました。その結果、売上高は1,311百万円となりました。 

 

（日用雑貨品事業） 

当セグメントにおきましては、商品開発力を高め、また海外メーカーとの協力による原価逓減や

調達ルート作りを進めてまいりました。その結果、売上高は1,245百万円となりました。 

 

(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２四半期連結会計期間末の総資産は7,423百万円となり、前連結会計年度末に比べ251百万円

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5,518百万円となり、前連結会計年度末に比べ242百万

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

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における純資産の残高は1,905百万円となり、前連結会計年度末に比

べ８百万円減少しました。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よるものであり

ます。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月10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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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 530,780 552,460

受取手形及び売掛金 2,552,865 2,070,169

商品及び製品 867,216 1,043,733

仕掛品 100,597 88,360

原材料 29,080 14,644

未収消費税等 － 10,358

その他 730,450 709,033

貸倒引当金 △18,398 △12,939

流動資産合計 4,792,592 4,475,820

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,222,638 1,211,005

その他（純額） 615,597 626,967

有形固定資産合計 1,838,235 1,837,972

無形固定資産   

のれん 233,243 207,327

その他 31,819 25,342

無形固定資産合計 265,063 232,669

投資その他の資産   

その他 845,164 940,849

貸倒引当金 △67,091 △64,637

投資その他の資産合計 778,073 876,212

固定資産合計 2,881,372 2,946,855

繰延資産 1,336 1,137

資産合計 7,675,300 7,423,813

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,619,492 1,392,759

短期借入金 815,000 1,210,000

1年内償還予定の社債 144,720 134,720

1年内返済予定の長期借入金 520,388 492,982

未払法人税等 38,506 14,693

未払消費税等 55,392 10,031

賞与引当金 77,803 74,222

その他 254,722 236,656

流動負債合計 3,526,026 3,566,065
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

社債 382,040 314,680

長期借入金 1,465,976 1,223,740

退職給付引当金 53,134 56,434

役員退職慰労引当金 145,946 －

長期未払金 － 146,052

その他 188,616 211,838

固定負債合計 2,235,713 1,952,744

負債合計 5,761,739 5,518,810

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 1,554,095 1,505,292

自己株式 △71,556 △71,556

株主資本合計 1,858,739 1,809,936

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,439 95,323

繰延ヘッジ損益 382 △256

その他の包括利益累計額合計 54,821 95,067

純資産合計 1,913,560 1,905,003

負債純資産合計 7,675,300 7,423,813
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第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) 

売上高 6,554,939

売上原価 5,443,708

売上総利益 1,111,231

販売費及び一般管理費 1,111,155

営業利益 75

営業外収益  

受取利息 463

受取配当金 2,400

デリバティブ評価益 34,051

その他 8,695

営業外収益合計 45,611

営業外費用  

支払利息 19,471

その他 10,614

営業外費用合計 30,085

経常利益 15,601

特別利益  

固定資産売却益 2,557

特別利益合計 2,557

税金等調整前四半期純利益 18,158

法人税、住民税及び事業税 11,749

法人税等調整額 6,852

法人税等合計 18,602

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △443

四半期純損失（△） △443

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成26年３月期　第２四半期決算短信（連結）

- 5 -



 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)

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △443

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 40,884

繰延ヘッジ損益 △638

その他の包括利益合計 40,245

四半期包括利益 39,802

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 39,802

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。 

㈱ショーエイコーポレーション（9385）平成26年３月期　第２四半期決算短信（連結）

- 7 -




