
  

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

  

  

(注) １株当たり四半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、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

  

  

  

  

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

(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株の株式分割を考

慮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）

（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 4,172 5.8 27 ― 42 ― 24 ―
25年３月期第２四半期 3,944 3.8 △71 ― △64 ― △94 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 27百万円(―％) 25年３月期第２四半期 △92百万円(―％)

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 449 .12  ―  
25年３月期第２四半期 △1,727 .21  ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 3,395 566 15.5
25年３月期 3,445 538 14.6

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 527百万円 25年３月期 503百万円

２．配当の状況

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 ― 0 .00 0 .00

26年３月期  ― 0 .00

26年３月期(予想) ― 0 .00 0 .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、対前期増減率)

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

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



  

(注) 発行済株式数につきましては、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、前連結会

計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

  

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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

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Ｐ２「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 、除外 ― 社

（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
 

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

（４）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) 26年３月期２Ｑ 5,489,600株 25年３月期 5,489,600株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ ―株 25年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 5,489,600株 25年３月期２Ｑ 5,489,600株

※ 四半期レビュー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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当第２四半期（平成25年７月１日から平成25年９月30日まで）におけるわが国経済は、政府・日銀に

よる財政・金融政策を背景に、円安・株高が進行し、景気は穏やかな回復基調で推移いたしました。し

かしながら、米国の財政問題や長引く欧州債務問題、新興国の景気減速への懸念などから、先行きは依

然として不透明な状況が続きました。 

当社グループが属するフリーペーパー・フリーマガジン市場は、価格競争が恒常化するなど、引続き

厳しい経営環境が続いております。 

このような環境のもと、当社では昨年度より主軸であるフリーペーパー事業において、読者の行動ニ

ーズを分析し「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よる

差別化に注力して参りました。 

昨年度から継続して、発行エリアの見直しや増設、新媒体の創刊・リニューアルを行い、発行エリア

を、前年第２四半期末の127エリアから当第２四半期末の134エリア（フランチャイズを含む家庭版は

190エリア）と７エリアを新設いたしました。 

また、ターミナル駅周辺で暮らす単身者・ＤＩＮＫＳ層をターゲットとした情報誌「Ｕｒｂａｎ Ｐ

ＡＤＯ(アーバンぱど)」は、幡ヶ谷・笹塚・明大前版はじめ４エリアの創刊をいたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,172,274千円(対前年同期比5.8％増)となり

ました。利益面につきましては、営業利益27,427千円(前年同期は71,719千円の損失)、経常利益42,067

千円(前年同期は64,375千円の損失)、四半期純利益24,654千円(前年同期は94,817千円の損失)と前年同

期を上回る結果となりました。 

  

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
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(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ2.1％減少し、2,667,068千円となりました。これは主として受

取手形及び売掛金が56,579千円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ0.9％増加し、728,588千円となりました。これは主として建物

が16,400千円、関係会社株式が19,270千円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度と比べて1.4％減少し、3,395,656千円となりました。 

  

(負債)  

流動負債は、前連結会計年度末と比べ5.6％減少し、2,375,281千円となりました。これは主として支

払手形及び買掛金が45,103千円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ15.9％増加し、453,605千円となりました。これは主として長

期借入金が53,245千円増加したことなどによります。 

この結果、総負債は、前連結会計年度と比べて2.7％減少し、2,828,887千円となりました。 

  

(純資産)  

純資産は、前連結会計年度末と比べ5.2％増加し、566,769千円となりました。これは主として利益剰

余金が24,654千円増加したことなどによります。 

  

  

平成25年５月10日付の決算短信で公表いたしました、平成26年３月期の業績予測から数値の変更はご

ざいません。 

また、上記の予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としてお

ります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,358,901 1,373,676

受取手形及び売掛金 965,664 909,085

有価証券 319,147 319,252

仕掛品 20,468 13,585

原材料及び貯蔵品 2,256 3,290

その他 74,705 64,023

貸倒引当金 △17,826 △15,845

流動資産合計 2,723,317 2,667,068

固定資産

有形固定資産 78,567 91,499

無形固定資産 205,762 179,208

投資その他の資産

敷金及び保証金 211,194 211,111

その他 286,569 310,072

貸倒引当金 △59,989 △63,304

投資その他の資産合計 437,774 457,879

固定資産合計 722,104 728,588

資産合計 3,445,421 3,395,656

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,270,426 1,225,322

短期借入金 406,400 389,600

1年内返済予定の長期借入金 311,850 291,479

未払法人税等 27,758 12,919

事務所移転費用引当金 7,856 －

その他 490,681 455,960

流動負債合計 2,514,972 2,375,281

固定負債

長期借入金 335,187 388,432

資産除去債務 35,785 46,605

その他 20,478 18,567

固定負債合計 391,451 453,605

負債合計 2,906,423 2,828,887

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 △336,133 △311,478

株主資本合計 501,435 526,090

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,834 1,751

その他の包括利益累計額合計 1,834 1,751

少数株主持分 35,728 38,926

純資産合計 538,997 566,769

負債純資産合計 3,445,421 3,395,656
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

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 3,944,888 4,172,274

売上原価 2,215,274 2,415,699

売上総利益 1,729,614 1,756,574

販売費及び一般管理費 1,801,333 1,729,146

営業利益又は営業損失（△） △71,719 27,427

営業外収益

受取利息 203 165

受取配当金 82 112

持分法による投資利益 14,039 19,270

受取手数料 332 318

違約金収入 914 2,391

その他 1,880 1,313

営業外収益合計 17,450 23,571

営業外費用

支払利息 8,822 8,774

解約手数料 920 20

その他 364 137

営業外費用合計 10,106 8,931

経常利益又は経常損失（△） △64,375 42,067

特別損失

固定資産除却損 2,348 0

事務所移転費用 － 6,382

事務所移転費用引当金繰入額 18,369 －

特別損失合計 20,717 6,382

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（△）

△85,092 35,685

法人税、住民税及び事業税 6,502 7,820

法人税等調整額 11 11

法人税等合計 6,514 7,831

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△91,606 27,853

少数株主利益 3,210 3,198

四半期純利益又は四半期純損失（△） △94,817 24,654
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

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利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△91,606 27,853

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,044 △82

その他の包括利益合計 △1,044 △82

四半期包括利益 △92,651 27,771

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △95,861 24,572

少数株主に係る四半期包括利益 3,210 3,198
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

△85,092 35,685

減価償却費及びその他の償却費 71,556 41,923

のれん償却額 815 778

持分法による投資損益（△は益） △14,039 △19,270

固定資産除却損 2,348 0

事務所移転費用 － 6,382

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,516 1,334

受取利息及び受取配当金 △285 △277

支払利息 8,822 8,774

売上債権の増減額（△は増加） 60,119 57,090

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,463 5,849

仕入債務の増減額（△は減少） △44,896 △45,103

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,435 1,221

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） 28,000 △7,856

その他 1,982 △7,886

小計 37,875 78,644

利息及び配当金の受取額 285 277

利息の支払額 △8,783 △9,734

法人税等の支払額 △15,402 △22,724

法人税等の還付額 1,901 2,065

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,876 48,528

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 △3,800 △3,000

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 △76 △63

有形固定資産の取得による支出 △1,922 △11,436

無形固定資産の取得による支出 △58,514 △24,467

敷金及び保証金の差入による支出 △79,096 △72

敷金及び保証金の回収による収入 18,733 155

その他 △3,117 △11,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,394 △49,961

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） △18,000 △16,800

長期借入れによる収入 300,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △169,187 △217,126

割賦債務の返済による支出 △6,857 －

リース債務の返済による支出 △3,195 △2,824

財務活動によるキャッシュ・フロー 102,760 13,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,757 11,816

現金及び現金同等物の期首残高 1,216,738 1,370,233

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,209,980 1,382,049
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（４）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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