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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

当社は、平成25年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示しております。そのため、平成25年３月期第１
四半期の実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(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 ％

26年3月期第1四半期 2,008 ― 87 ― 93 ― 158 ―
25年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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1四半期 42.96 ―
25年3月期第1四半期 ― ―

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1四半期 4,747 1,441 30.3 391.34
25年3月期 4,407 1,286 29.2 349.35
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 1,441百万円 25年3月期 1,286百万円

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 ― 5.00 5.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 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) 4,316 ― 180 ― 185 ― 184 ― 49.95
通期 9,000 ― 440 ― 450 ― 449 ― 121.89



(1) 四半期財務諸表の作成に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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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）

※  注記事項

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 ： 有
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1Q 4,015,585 株 25年3月期 4,015,585 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 332,048 株 25年3月期 332,048 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,683,537 株 25年3月期1Q 3,683,537 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報告書のレビュー手続の対象外ではありますが、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報告書のレビュー手続を実施しております。

※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。
当社は、前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年４月１日を効力発生日とした連結子会社（株式会社イマージ
ュ）の吸収合併により、連結対象会社が存在しなくなったため、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１.当四半期の業績等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１四半期累計期間におけるわが国経済は、デフレからの脱却に向けた経済政策により、円安や

株高傾向が続いており、一部に回復の兆しが見られるものの、雇用や所得の環境は依然として厳しい

状況が続くなど、先行きは不透明なまま推移しました。 

広告業界におきましては、企業における広告活動は緩やかな回復傾向が見られ、印刷業界におきま

しては、電子書籍やインターネット広告など、デジタル化の影響により、紙媒体の需要が減少してい

る中で、企業間競争の激化は続き、厳しい経営環境で推移いたしております。 

このような状況の中、当社といたしましては、経営効率の向上を図るため、平成 25 年４月１日に連

結子会社であった株式会社イマージュを吸収合併いたしました。 

これにより、全社費用の軽減、営業活動の一本化、生産効率向上の実現を目指してまいりました。 

営業面におきましては、折込広告のみならず、すべての販売促進活動を企画、提案することで、受

注獲得を目指してまいりました。 

生産面におきましては、合併により組織を見直し、新たな人員配置により、作業時間の短縮や合理

的な場所での製作により、生産効率の向上を目指してまいりました。 

以上の結果から、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は 20億 8百万円、営業利益は 87 百万円、

経常利益は 93 百万円、四半期純利益は 1億 58 百万円となりました。 

なお、当社は、前第１四半期累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成 25

年４月１日を効力発生日とした連結子会社（株式会社イマージュ）の吸収合併により、連結対象会社

が存在しなくなったため、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

このため、前年同四半期との比較は行っておりません。また、当第１四半期会計期間から当社の報

告セグメントは単一となるここから、報告セグメントの記載を省略しております。 

 

(2)財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、26 億 16 百万円となりました。その主な要

因といたしましては、前事業年度末と比べ受取手形及び売掛金が１億 86 百万円増加、繰延税金資産

が 23 百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、21 億 31 百万円となりました。その主な要

因といたしましては、前事業年度末と比べ投資有価証券が 22 百万円、有形固定資産が２億 96 百万

円増加したことによるものであります。 

（流動負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、22 億 71 百万円となりました。その主な要

因といたしましては、前事業年度末と比べ支払手形及び買掛金が 13 百万円増加したことによるもの

であります。 

（固定負債） 

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、10 億 35 百万円となりました。その主な要

因といたしましては、前事業年度末と比べ繰延税金負債が 5百万円、退職給付引当金が 81 百万円増

加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、14 億 41 百万円となりました。その主な要因

といたしましては、前事業年度末と比べその他有価証券評価差額金が 14 百万円増加したことによる

ものであります。 

 

(3)業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成 25 年 5 月 15 日公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業

績予想に変更はありません。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期累計期間における重要な子会社の移動 

平成 24 年９月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の 100％出資連結子会社である株式会社イマー

ジュ（吸収合併消滅会社）を平成 25 年４月１日付けで吸収合併いたしました。 

 

(2)四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（企業結合に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10

号 平成 20 年 12 月 26 日）を適用しております。 
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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）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 760,566 865,144

受取手形及び売掛金 1,070,404 1,257,152

有価証券 13,919 14,453

商品及び製品 10,598 52,156

仕掛品 65,803 102,358

原材料及び貯蔵品 87,696 105,123

未収入金 234,719 175,390

その他 257,042 47,085

貸倒引当金 △1,367 △2,743

流動資産合計 2,499,381 2,616,122

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 332,044 492,608

土地 789,169 907,360

その他（純額） 84,396 102,195

有形固定資産合計 1,205,609 1,502,163

無形固定資産

その他 77,600 80,559

無形固定資産合計 77,600 80,559

投資その他の資産

投資有価証券 452,328 475,051

破産更生債権等 787,699 787,699

その他 172,913 73,857

貸倒引当金 △787,699 △787,699

投資その他の資産合計 625,241 548,909

固定資産合計 1,908,451 2,131,632

資産合計 4,407,833 4,747,754

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,038,145 1,051,840

短期借入金 809,400 720,000

未払法人税等 99,089 6,330

賞与引当金 67,000 29,500

その他 160,100 463,500

流動負債合計 2,173,736 2,271,171

固定負債

社債 240,000 240,000

退職給付引当金 472,694 554,645
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

その他 234,542 240,425

固定負債合計 947,237 1,035,071

負債合計 3,120,973 3,306,242

純資産の部

株主資本

資本金 434,319 434,319

資本剰余金 425,177 425,177

利益剰余金 1,098,648 1,238,471

自己株式 △259,756 △259,756

株主資本合計 1,698,389 1,838,212

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 138,664 153,494

土地再評価差額金 △550,194 △550,194

評価・換算差額等合計 △411,529 △396,700

純資産合計 1,286,859 1,441,511

負債純資産合計 4,407,833 4,747,754
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 2,008,306

売上原価 1,520,431

売上総利益 487,875

販売費及び一般管理費

給料及び手当 136,492

賞与引当金繰入額 10,955

退職給付費用 3,393

その他 249,146

販売費及び一般管理費合計 399,989

営業利益 87,885

営業外収益

受取利息 635

受取配当金 3,444

受取家賃 2,061

作業くず売却益 3,310

その他 1,254

営業外収益合計 10,707

営業外費用

支払利息 5,070

その他 4

営業外費用合計 5,075

経常利益 93,517

特別利益

受取補填金 150

抱合せ株式消滅差益 93,703

特別利益合計 93,853

特別損失

固定資産除却損 1,150

特別損失合計 1,150

税引前四半期純利益 186,220

法人税、住民税及び事業税 4,500

法人税等調整額 23,479

法人税等合計 27,979

四半期純利益 158,240
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(3)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)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。 

 

(5)セグメント情報 

当第１四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）  

当第１四半期会計期間から当社の報告セグメントは単一となるここから、報告セグメントの記載

を省略しております。 
 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

該当事項はありません。 

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報 

該当事項はありません。 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は、前連結会計年度において、「広告宣伝事業」、「販売促進・エンターテイメント事業」

の２つを報告セグメントとして開示しておりましたが。当第１四半期会計期間から、株式会社

イマージュ（旧連結子会社）の吸収合併に伴い、報告セグメントを単一の報告セグメントに変

更いたしました。 

当社は、組織を一本化することで、効率的な人員を配置し、より機動的な体制を実現するこ

とを目的として、当第１四半期会計期間の期首において株式会社イマージュを吸収合併しまし

た。 

これにより、「広告宣伝事業」、「販売促進・エンターテイメント事業」を有機的一体として

機能する単一の事業体と認識し、一事業として取締役会における経営資源の配分の決定及び業

績を評価することとしております。 

従って、当社の報告セグメントは単一となることから、当第１四半期会計期間から、報告セ

グメントの記載を省略しております。 

 

(6)重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

                                       以   上 
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