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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 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 2,172 △12.2 36 △83.6 65 △70.7 34 △78.3

25年3月期第1四半期 2,473 4.8 225 △17.2 225 △18.9 157 △9.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 35百万円 （△77.6％） 25年3月期第1四半期 157百万円 （△8.0％）

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 6.19 ―

25年3月期第1四半期 28.46 27.13

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 7,844 4,239 54.0
25年3月期 8,017 4,231 52.8

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,239百万円 25年3月期  4,231百万円

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 ― 5.00 5.00

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）

（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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 10,100 3.0 640 18.3 670 11.1 405 0.8 73.22



(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報告書の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、金融商品取引法に
基づく四半期報告書のレビュー手続は終了していません。 

※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、当社グループ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。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「１．当四半期決算に関す
る定性的情報 （3）連結業績予想に関する定性的情報」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1Q 6,470,660 株 25年3月期 6,470,660 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 939,578 株 25年3月期 939,578 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,531,082 株 25年3月期1Q 5,531,082 株
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（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、政府による経済政策や日本銀行による金融緩和策により、景

気回復への期待が高まっているものの、為替や株価は不安定な状況で推移し、所得の増加が見込めない中での物価

の上昇も懸念されます。さらに、新興国経済の成長鈍化や、欧州経済の長期低迷により、先行き不透明な状況が続

いております。 

このような経営環境において当社グループは、官民協働の精神に基づき、「新しい公共」（注）を担う「社会貢

献型企業」を目指して、地域行政情報誌『わが街事典』の発行により、官民協働で地域再生支援に取り組むととも

に、中小事業者のプロモーションやソリューションを支援するサービスを提供いたしました。 

当第１四半期連結累計期間の業績は、『わが街事典』の一部地区において、校了手続きに時間を要するなど、発

行が遅延した影響もあり、売上高は、対前年同期比12.2％減の21億72百万円、営業利益が対前年同期比83.6％減の

36百万円、経常利益が対前年同期比70.7％減の65百万円、四半期純利益が対前年同期比78.3％減の34百万円となり

ました。 

（注）新しい公共 

一般的に「新しい公共」とは、官だけではなく、ボランティアやＮＰＯ、民間企業が公共的な財・サービスの提供主体となり、共助の

精神で活動することを指します。  

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

①プリントメディア事業 

プリントメディア事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において、官民協働による地域行政情報誌

『わが街事典』を、大阪府門真市や東京都多摩市など新たに発行する一方、愛知県稲沢市や三重県名張市など２版

目を発行し、22の市や町と共同発行いたしました。また、50音別電話帳『テレパル５０』につきましても、引き続

き行政情報や特集記事を付加した電話帳の発行を進めました。しかしながら売上高は、『わが街事典』の一部地区

において、校了手続きに時間を要するなど、発行が遅延した影響もあり、対前年同期比15.0％減の16億９百万円と

なりました。  

②ＩＴメディア事業 

ＩＴメディア事業におきましては、ヤフー株式会社との販売提携による『スポンサードサーチ®』等のリスティ

ング広告や、地域情報サイト『CityDO！』のインターネット広告の販売に積極的に取り組みました。 

また連結子会社である株式会社サイネックス・ネットワークの『トラベルサーチ』や『楽たび』、『トラベルヒ

ルズ』等旅行業サイトにおける旅行商品の販売も順調に推移いたしました。これらの結果、売上高は、対前年同期

比7.6％増の５億63百万円となりました。  

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、78億44百万円となり、前連結会計年度末比１億73百万円の減少

となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少額１億66百万円によるものであります。 

なお、純資産は42億39百万円となり、自己資本比率は当四半期において1.3ポイント上昇し54.0％となりまし

た。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました「平成25年３月期決算短信」

に記載の業績予想に変更はありません。   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結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 

  該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,465,392 3,466,072

受取手形及び売掛金 490,720 323,788

有価証券 101,510 101,120

製品 145,146 141,100

仕掛品 122,884 100,759

原材料及び貯蔵品 14,005 10,773

その他 166,606 162,586

貸倒引当金 △34,570 △28,872

流動資産合計 4,471,695 4,277,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 437,320 436,416

機械装置及び運搬具（純額） 191,964 179,694

土地 697,494 697,494

リース資産（純額） 76,224 82,793

その他（純額） 29,951 37,070

有形固定資産合計 1,432,956 1,433,470

無形固定資産   

その他 182,318 171,025

無形固定資産合計 182,318 171,025

投資その他の資産   

投資有価証券 578,472 579,548

その他 1,367,181 1,397,768

貸倒引当金 △14,747 △14,697

投資その他の資産合計 1,930,906 1,962,619

固定資産合計 3,546,182 3,567,115

資産合計 8,017,877 7,844,443
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 213,951 164,902

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 162,194 3,500

前受金 1,382,812 1,354,104

賞与引当金 219,370 152,870

その他 378,777 494,134

流動負債合計 2,707,105 2,519,511

固定負債   

退職給付引当金 981,469 1,000,079

役員退職慰労引当金 79,210 81,133

その他 18,221 4,222

固定負債合計 1,078,900 1,085,435

負債合計 3,786,006 3,604,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 552,095 552,095

利益剰余金 3,204,288 3,210,843

自己株式 △277,229 △277,229

株主資本合計 4,229,154 4,235,710

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,716 3,786

その他の包括利益累計額合計 2,716 3,786

少数株主持分 － －

純資産合計 4,231,871 4,239,497

負債純資産合計 8,017,877 7,844,443
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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

売上高 2,473,853 2,172,348

売上原価 913,561 817,191

売上総利益 1,560,292 1,355,157

販売費及び一般管理費 1,334,715 1,318,221

営業利益 225,576 36,936

営業外収益   

受取利息 1,464 562

受取家賃 8,043 8,430

貸倒引当金戻入額 － 4,747

補助金収入 634 －

為替差益 － 13,405

その他 3,391 3,188

営業外収益合計 13,533 30,334

営業外費用   

支払利息 1,315 1,279

複合金融商品評価損 2,060 －

為替差損 8,614 －

その他 1,900 1

営業外費用合計 13,890 1,280

経常利益 225,219 65,990

特別利益   

受取補償金 28,427 －

特別利益合計 28,427 －

特別損失   

固定資産売却損 － 20

固定資産除却損 － 77

特別損失合計 － 97

税金等調整前四半期純利益 253,647 65,893

法人税、住民税及び事業税 69,423 3,534

法人税等調整額 26,793 28,147

法人税等合計 96,217 31,682

少数株主損益調整前四半期純利益 157,429 34,211

四半期純利益 157,429 34,211
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（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 157,429 34,211

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 105 1,070

その他の包括利益合計 105 1,070

四半期包括利益 157,535 35,281

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 157,535 35,281
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  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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