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 (注)１株当たり当期純利益につきましては、平成25年10月１日を効力発生日とする１株につき100株の株

式分割が平成26年３月期の開始の日に行われたと仮定して算定しております。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 8,110 3.1 54 137.4 80 33.9 △104 ―

24年３月期 7,867 △4.6 23 ― 59 ― 33 ―

(注) 包括利益 25年３月期 △104百万円(―％) 24年３月期 34百万円(―％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高 
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年３月期 △1,904 .46 ― △18.8 2.4 0.7

24年３月期 615 .86 ― 5.7 1.8 0.3

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 34百万円 24年３期 41百万円

（２）連結財政状態

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

25年３月期 3,445 538 14.6 9,167 .69

24年３月期 3,383 643 18.0 11,068 .43

(参考) 自己資本 25年３月期 503百万円 24年３月期 607百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 246 △127 34 1,370

24年３月期 67 △158 65 1,216

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00 0 ― ―

25年３月期 ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00 0 ― ―

26年３月期(予想) ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00 0.0

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 4,200 6.5 0 ― 10 ― △20 ― △3 .64

通 期 8,800 8.5 180 228.5 200 148.9 130 ― 23 .68

C484
新規スタンプ



  

 

 
 (注)当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P.14「会計上の見積りの変
更と区分することが困難な会計方針の変更」をご覧ください。 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

 

 
 (注)１株当たり当期純利益につきましては、平成25年10月１日を効力発生日とする１株につき100株の株

式分割が平成26年３月期の開始の日に行われたと仮定して算定しております。 

  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了していません。  

  

・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、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

・当社は、平成25年５月21日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使
用する決算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
  

※ 注記事項
（１）期中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

  新規 ― 社 、除外 ― 社

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 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 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期 54,896株 24年３月期 54,896株

② 期末自己株式数 25年３月期 ―株 24年３月期 ―株

③ 期中平均株式数 25年３月期 54,896株 24年３月期 54,896株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 7,054 2.0 △56 ― △60 ― △121 ―

24年３月期 6,915 △5.7 59 ― 59 ― 55 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

25年３月期 △2,206 .37  ―

24年３月期 1,017 .73  ―

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

25年３月期 3,057 511 16.7 9,311 .47

24年３月期 3,009 632 21.0 11,514 .12

(参考) 自己資本 25年３月期 511百万円 24年３月期 632百万円

２．平成26年３月期の個別業績予想（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)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 3,600 4.2 △40 ― △50 ― △9 .11

通 期 7,500 6.3 70 ― 40 ― 7 .29

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当連結会計年度の業績概況  

  

 当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）におけるわが国経済は、震災復興関

連の動きなどで底堅さが見られ、円高解消による企業収益の改善や景気回復への期待を先取りする形で

の株価の回復など一部明るい兆しが見えつつありますが、個人消費の回復まではいたっていない状況で

す。また、海外景気の下振れが、引き続き景気を下押しするリスクとなっております。 

 このような環境のもと、平成25年３月期の当社は「ぱど家庭版」の発行エリア区分を見直すなど、主

力である紙媒体の商品力の向上に努め、情報誌関連は、前年度（平成24年３月期）の売上を上回る結果

となりました。しかしながら、営業支援関連事業について、期首の見込を達成する事が出来ず、また営

業支援関連事業の特別損失も加わり、通期での売上・利益ともに前回予想を下回りました。 

 また、販売管理費に関しては、東京ＨＱ事務所等の移転を行い、営業効率の改善と平成26年３月期以

降のローコストな経営体質を確立しました。 

この結果、当連結会計年度における売上高は8,110,634千円（前年同期比3.1％増）となり、利益面に

つきましては、営業利益54,791千円（前年同期比137.4％増）、経常利益80,350千円（前年同期比

33.9％増）、当期純損失104,547千円（前年同期は当期純利益33,808千円）となりました。 

  

情報誌関連 

 クライアントに対し、直営展開する無料情報誌の広告枠の販売を行っております。同時に、幅広い

地域で一括出稿を希望するクライアントに対し代理店機能を果たし、自社発行地域以外のフランチャイ

ジーが展開する無料情報誌の広告枠の取次販売を行っております。当連結会計年度においては、「ぱど

家庭版」の発行エリア区分の見直し、拡大、及び別冊媒体の新規創刊等を行ったことにより、売上高は

5,685,596千円(前年同期比4.0％増)、セグメント利益は2,630,536千円となりました。 

  

配布関連 

 当社が編集・発行する無料情報誌と一緒に、チラシを配送するサービス（ぱどめーる)の販売を行っ

ております。当連結会計年度においては、情報誌関連事業でのエリア拡大、及び別冊紙の新規創刊等の

影響を受け、売上高は946,316千円(前年同期比8.0％増)、セグメント利益は401,662千円となりまし

た。 

  

ＦＣ関連 

 フランチャイジーが各地で展開する「ぱど」のノウハウ提供の他、フランチャイジーが発行する

「ぱど」の印刷及び制作受託等を行っております。西日本地域の発行回数減などによりロイヤリティ売

上が減少した結果、当連結会計年度において売上高は209,528千円(前年同期比13.5％減)、セグメント

利益は85,318千円となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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営業支援関連 

 Ｗｅｂメディアへの広告掲載及び販売促進ツールの提供販売を行っております。当連結会計年度に

おいては、ポイント事業の販売促進ツールである商売名人プラスの受注減少により、売上高は691,241

千円(前年同期比6.4％減)、セグメント利益は263,225千円となりました。 

  

その他 

 広告制作物（チラシ・ポスター・行政広報・パンフレット等）のデザイン・制作・印刷の受注等を

行っております。また、日刊新聞への折込広告の代理店業務を行っております。受注した日刊新聞の折

込広告については折込広告代理店にアウトソーシングしております。当会計年度においては、広告制作

物の受注増加により、売上高は577,950千円(前年同期比6.7％増)、セグメント利益は146,141千円とな

りました。 
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①資産、負債及び純資産の状況  

(イ) 資産  

 流動資産は、前連結会計年度に比べて、7.4％増加し、2,723,317千円となりました。これは、主とし

て、現金預金が157,787千円増加したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度に比べて、14.8％減少し、722,104千円となりました。これは、主とし

て工具器具備品が108,567千円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、3,445,421千円となりました。 

(ロ) 負債 

 流動負債は、前連結会計年度に比べて、5.6％増加し、2,514,972千円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が96,018千円増加したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度に比べて、9.6％増加し、391,451千円となりました。これは、主として

長期借入金が29,521千円増加したことなどによります。 

 この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べて6.1％増加し、2,906,423千円となりました。 

(ハ) 純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて、16.3％減少し、538,997千円となりました。これは、主と

して当期純損失104,547千円によるものであります。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度に比べて、1,900円74銭減少し、9,167円69銭となりました。 

 また、自己資本比率は、前連結会計年度に比べて、3.4ポイント減少し、14.6％となりました。 

  

（２）財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ

153,495千円増加し当連結会計年度末には、1,370,233千円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであります。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果増加した資金は246,878千円(前連結会計年度は67,941千円の資金増)となりました。 

 資金増加の主な内訳は、減価償却費及びその他の償却費134,542千円及び減損損失145,935千円、仕入

債務の増加96,018千円であります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果減少した資金は127,585千円(前連結会計年度は158,476千円の資金減)となりました。

 資金減少の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出117,038千円及び敷金及び保証金の差し入れ

による支出102,534千円によるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果増加した資金は34,202千円(前連結会計年度は65,129千円の資金増)となりました。 

 資金増加の主な内訳は、長期借入れによる収入400,000千円が、返済による支出334,509千円を上回っ

たためであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本 / 総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 / キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー / 利払い  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。  

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。  

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。  

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。  

※利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

※平成23年３月期については営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレス

ト・カバレッジ・レシオを算出しておりません。 

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率（％） 23.8 22.9 17.1 18.0 14.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

43.2 36.3 31.7 24.8 61.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

465.1 351.7 - 1,521.3 432.4

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

15.9 20.3 - 4.2 13.6
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当社グループは、あらゆる商売繁盛の手段を用いてクライアントニーズに応え、その事業活動を通じ

て、豊かな地域生活を実現することを経営の基本方針としております。情報による地域の活性化に積極

的に取組み、同時にクライアントや株主を含めた当社グループに関わる全ての人々の満足度の向上を追

及して、企業の成長を図ってまいります。 

  

ＲＯＡ、ＲＯＥの向上を主眼とし、財務状況のバランスを図りながら、売上と利益の持続的な拡大を

目標としています。同時に、特定の指標に依存することなく、全体のバランスがとれた経営を目指す所

存であります。 

  

当社グループは、「 情報を通じて 人と人  人と街をつなぎ 人も街も元気にする」ことをビジョ

ンに掲げて活動してきました。インターネット・モバイルの進化により、情報を伝えコミュニケーショ

ンを図る手段が多様化する社会状況に対応し、情報誌誌面だけでなく、あらゆるデバイスを用いてクラ

イアントニーズに応えること、そしてその事業活動を通じて豊かな地域生活を実現することを経営の基

本方針としております。情報による地域の活性化に積極的に取組み、同時にクライアントや株主を含め

た当社グループに関わる全ての人々の満足度の向上を追求して、企業の成長を図ってまいります。 

  

対処すべき課題といたしましては、第一には基幹事業である「ぱど家庭版」を中心とした情報誌関連

事業を強化することにより、売上を拡大し収益力を高めることです。平成24年度には、「ぱど家庭版」

の発行エリア区分の見直し、拡大、及び別冊媒体の新規創刊等により収益確保を図りました。今後も、

引き続き発行エリア拡大、及び別冊媒体の充実等により売上を拡大し、同時に原価管理、及び掲載割付

管理を徹底することにより、収益力の強化に努めてまいります。 

 第二にはクライアントに対し、ニーズに合った商品を提供することで付加価値を高め、複合的な販売

を推進する必要があります。 

 このためには、営業員が様々な業種の顧客に対して、当社が提供する全てのリソースを有効に活用で

きる提案力の強化が必要です。  

 営業スキルを社内的に認定し、処遇に反映させるなどの取組みを引き続き行ってまいります。同時

に、ノウハウのナレッジ化とその活用を支援する体制を整備し、クラウド化した新業務システムの導入

など先行的な投資を行っております。営業効率をアップさせることで、顧客との接触頻度を高めてまい

ります。  

  

  

  

  

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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３．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,201,114 1,358,901

受取手形及び売掛金 942,450 965,664

有価証券 318,881 319,147

仕掛品 14,256 20,468

原材料及び貯蔵品 3,738 2,256

未収還付法人税等 1,901 1,965

その他 75,645 72,739

貸倒引当金 △21,818 △17,826

流動資産合計 2,536,168 2,723,317

固定資産

有形固定資産

建物 75,205 81,327

減価償却累計額 △31,860 △19,875

建物（純額） 43,344 61,451

工具、器具及び備品 245,873 149,915

減価償却累計額 △120,190 △132,799

工具、器具及び備品（純額） 125,683 17,115

有形固定資産合計 169,027 78,567

無形固定資産

商標権 3,393 3,181

ソフトウエア 168,931 186,960

ソフトウエア仮勘定 33,851 5,524

電話加入権 8,611 8,611

のれん 3,114 1,483

無形固定資産合計 217,902 205,762

投資その他の資産

投資有価証券 153,111 188,068

破産更生債権等 18,360 14,621

敷金及び保証金 261,638 211,194

繰延税金資産 39 15

その他 88,773 83,863

貸倒引当金 △61,738 △59,989

投資その他の資産合計 460,185 437,774

固定資産合計 847,116 722,104

資産合計 3,383,285 3,445,421
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,174,407 1,270,426

短期借入金 424,400 406,400

1年内返済予定の長期借入金 275,880 311,850

リース債務 6,431 4,855

事務所移転費用引当金 － 7,856

未払金 135,039 131,028

未払費用 177,589 212,367

未払法人税等 20,981 27,758

未払消費税等 29,474 31,671

前受金 83,088 69,516

預り金 47,961 41,243

その他 7,200 －

流動負債合計 2,382,454 2,514,972

固定負債

長期借入金 305,666 335,187

リース債務 14,024 9,168

繰延税金負債 986 1,109

資産除去債務 36,337 35,785

その他 － 10,200

固定負債合計 357,013 391,451

負債合計 2,739,467 2,906,423

純資産の部

株主資本

資本金 526,535 526,535

資本剰余金 311,033 311,033

利益剰余金 △231,586 △336,133

株主資本合計 605,982 501,435

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,629 1,834

その他の包括利益累計額合計 1,629 1,834

少数株主持分 36,205 35,728

純資産合計 643,817 538,997

負債純資産合計 3,383,285 3,445,421
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 7,867,503 8,110,634

売上原価 4,431,166 4,583,750

売上総利益 3,436,336 3,526,884

販売費及び一般管理費 3,413,253 3,472,093

営業利益 23,083 54,791

営業外収益

受取利息 541 411

受取配当金 122 162

持分法による投資利益 41,530 34,628

受取手数料 763 643

違約金収入 3,372 3,994

貸倒引当金戻入額 7,734 －

消費税免除益 9,170 －

その他 2,746 5,613

営業外収益合計 65,982 45,453

営業外費用

支払利息 17,269 17,899

解約手数料 9,094 1,130

その他 2,714 864

営業外費用合計 29,078 19,894

経常利益 59,987 80,350

特別利益

持分変動利益 1,150 －

特別利益合計 1,150 －

特別損失

固定資産除却損 13,103 2,395

事務所移転費用 － 6,557

事務所移転費用引当金繰入額 － 4,038

減損損失 － 145,935

特別損失合計 13,103 158,927

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

48,034 △78,577

法人税、住民税及び事業税 15,860 26,423

法人税等調整額 23 23

法人税等合計 15,884 26,446

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

32,149 △105,024

少数株主損失（△） △1,658 △476

当期純利益又は当期純損失（△） 33,808 △104,547
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 32,149 △105,024

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,197 204

その他の包括利益合計 2,197 204

包括利益 34,347 △104,819

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 36,006 △104,342

少数株主に係る包括利益 △1,658 △476
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 526,535 526,535

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 526,535 526,535

資本剰余金

当期首残高 311,033 311,033

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 311,033 311,033

利益剰余金

当期首残高 △265,394 △231,586

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 33,808 △104,547

当期変動額合計 33,808 △104,547

当期末残高 △231,586 △336,133

株主資本合計

当期首残高 572,174 605,982

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 33,808 △104,547

当期変動額合計 33,808 △104,547

当期末残高 605,982 501,435

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △568 1,629

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,197 204

当期変動額合計 2,197 204

当期末残高 1,629 1,834

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △568 1,629

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,197 204

当期変動額合計 2,197 204

当期末残高 1,629 1,834
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主持分

当期首残高 38,168 36,205

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,962 △476

当期変動額合計 △1,962 △476

当期末残高 36,205 35,728

純資産合計

当期首残高 609,774 643,817

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 33,808 △104,547

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 234 △272

当期変動額合計 34,043 △104,819

当期末残高 643,817 538,997
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

48,034 △78,577

減価償却費及びその他の償却費 143,139 134,542

のれん償却額及び負ののれん償却額 463 1,630

持分法による投資損益（△は益） △41,530 △34,628

固定資産除却損 13,103 2,395

減損損失 － 145,935

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,542 △5,741

受取利息及び受取配当金 △663 △573

支払利息 17,269 17,899

売上債権の増減額（△は増加） △32,067 △36,847

たな卸資産の増減額（△は増加） 397 △4,730

仕入債務の増減額（△は減少） △101,640 96,018

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,204 2,196

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 7,856

その他 40,615 36,221

小計 67,783 283,598

利息及び配当金の受取額 663 573

利息の支払額 △16,314 △18,103

法人税等の支払額 △5,918 △21,092

法人税等の還付額 21,727 1,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 67,941 246,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △57,612 △6,807

定期預金の払戻による収入 － 2,400

有価証券の取得による支出 △169 △149

有形固定資産の取得による支出 △178 △36,827

無形固定資産の取得による支出 △83,597 △117,038

敷金及び保証金の差入による支出 △14,565 △102,534

敷金及び保証金の回収による収入 2,718 152,586

その他 △5,070 △19,214

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,476 △127,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △17,600 △18,000

長期借入れによる収入 370,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △257,145 △334,509

割賦債務の返済による支出 △20,571 △6,857

リース債務の返済による支出 △9,554 △6,431

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,129 34,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,405 153,495

現金及び現金同等物の期首残高 1,242,144 1,216,738

現金及び現金同等物の期末残高 1,216,738 1,370,233
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該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

    

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社は、事業統括本部を置き、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。 

 従って、当社は事業統括本部を基礎とした商品・サービス別セグメントから構成されており、「情報

誌関連」、「配布関連」、「ＦＣ関連」及び「営業支援関連」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

 「情報誌関連」は、自社制作の情報誌への広告掲載を販売しております。「配布関連」は、自社制作

の情報誌へのチラシ折込サービスを販売しております。「ＦＣ関連」は、フランチャイジーからのロイ

ヤリティ及び各種業務受託サービスであります。「営業支援関連」は、Ｗｅｂメディアへの広告掲載及

び販売促進ツールの提供販売を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載とおおむね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替

高は市場実勢価格に基づいております。 

  

（５）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)

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更)

(セグメント情報等)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 
 （注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、制作・印刷代行 

       サービス、他社媒体を利用した広告掲載及び配布サービスを含んでおります。 
  

 当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 
 （注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、制作・印刷代行 

       サービス、他社媒体を利用した広告掲載及び配布サービスを含んでおります。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）

合計

情報誌関連 配布関連 FC関連
営業支援
関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,468,488 876,517 242,335 738,295 7,325,638 541,865 7,867,503

セグメント間の内部売上高
又は振替高

60,837 18,399 11,211 401,387 491,835 398,511 890,346

計 5,529,326 894,917 253,547 1,139,683 7,817,474 940,376 8,757,850

セグメント利益 2,528,843 384,311 97,291 286,689 3,297,134 139,201 3,436,336

セグメント資産 1,068,087 151,810 46,575 524,418 1,790,891 100,720 1,891,611

その他の項目

 減価償却

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

16,091

994

636

39

1,434

34

100,405

43,560

118,567

44,628

395

59

118,962

44,688

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）

合計

情報誌関連 配布関連 FC関連
営業支援
関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,685,596 946,316 209,528 691,241 7,532,683 577,950 8,110,634

セグメント間の内部売上高
又は振替高

73,385 5,745 18,238 396,871 494,241 476,630 970,871

計 5,758,982 952,062 227,767 1,088,112 8,026,924 1,054,581 9,081,505

セグメント利益 2,630,536 401,662 85,318 263,225 3,380,742 146,141 3,526,884

セグメント資産 1,181,294 172,761 43,667 283,706 1,681,430 114,128 1,795,559

その他の項目

 減価償却

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

35,151

17,239

3,530

631

814

367

61,527

28,913

101,024

47,151

2,194

752

103,219

47,903
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

 
  

 
(注)全社費用は、主に報告セグメントに配賦していない販売費及び一般管理費であります。 

  

 
(注)全社資産は、主に管理部門に帰属する資産であります。 

  

 
(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社ソフトウェアの投資額であります。 

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 7,817,474 8,026,924

「その他」の区分の売上高 940,376 1,054,581

セグメント間取引消去 △890,346 △970,871

連結財務諸表の売上高 7,867,503 8,110,634

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 3,297,134 3,380,742

「その他」の区分の利益 139,201 146,141

全社費用（注) △3,413,253 △3,472,093

連結財務諸表の営業利益 23,083 54,791

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,790,891 1,681,430

「その他」の区分の資産 100,720 114,128

全社資産（注） 1,491,673 1,649,862

連結財務諸表の資産合計 3,383,285 3,445,421

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 118,567 101,024 395 2,194 24,176 31,322 143,139 134,542

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

44,628 47,151 59 752 37,014 137,892 81,703 185,795
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  
２ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 11,068.43円 9,167.69円

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

615.86円 △1,904.46円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失金額であり、また潜在株
式が存在しないため記載しておりま
せん。

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

643,817 538,997

普通株式に係る純資産価額(千円) 607,612 503,269

差額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 36,205 35,728

普通株式の発行済株式総数(株) 54,896 54,896

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式数(株)

54,896 54,896

項目
前連結事業年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

 当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円)

33,808 △104,547

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円)

33,808 △104,547

 普通株式の期中平均株式数(株) 54,896 54,896
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株式分割及び単元株制度の採用 

当社は平成25年５月10日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度を採用することを決議しま

した。 

  

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的 

 全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、証券市場の流

動性及び利便性の向上を図るため、当社の株式の販売単位を100株といたします。 

  これに伴い、当社株式１株を100株に分割するとともに単元株制度を採用いたします。 

  なお、この株式分割及び単元株制度の採用に伴う実質的な投資単位の変更はありません。 

  

２．株式分割の概要 

 （１）分割の方法 

平成25年９月30日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式１株につき100

株の割合をもって分割いたします。 

  

 （２）分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数       54,896株 

今回の分割により増加する株式数   5,434,704株 

株式分割後の発行済株式総数     5,489,600株 

株式分割後の発行可能株式総数    14,400,000株 

  

 （３）分割の日程 

基準日公告日 平成25年９月13日（金） 

基準日    平成25年９月30日（月） 

効力発生日  平成25年10月１日（火） 

  

 （４）その他 

当該株式分割が当連結会計年度の開始の日に行われていたと仮定した場合の1株当たり情報は以

下のとおりです。 

 当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  １株当たり純資産額   91.68円 

  １株当たり当期純損失  19.04円 

  

３.単元株制度の採用 

 （１）採用する単元株の数 

上記「２．株式分割の概要」の効力発生日である平成25年10月１日をもって単元株制度を採用

し、単元株式数を100株といたします。 

  

 （２）新設の日程 

効力発生日 平成25年10月１日（火） 

（注）平成25年９月26日（木）をもって、証券取引所における当社株式の売買単位は、１株から

100株に変更されます。 

  

  

  

  

(重要な後発事象)
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