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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

(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。 

(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3四半期 6,208 3.8 52 ― 72 ― 50 ―
25年3月期第3四半期 5,984 3.6 △57 ― △41 ― △70 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 58百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △65百万円 （―％）

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3四半期 9.28 ―
25年3月期第3四半期 △12.84 ―

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3四半期 3,411 597 16.3 101.00
25年3月期 3,445 538 14.6 91.67
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 555百万円 25年3月期 503百万円

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 ― 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）

（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。 

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



(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） 

(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。 

※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、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。 

※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、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

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
②①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3Q 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3Q ― 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3Q 5,489,600 株 25年3月期3Q 5,489,600 株
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当第３四半期（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）におけるわが国経済は、現政権による経

済対策や日銀による金融政策への効果と期待から、景気回復の動きが見られ、高額品を中心として消費マ

インドの改善が見られるようになりました。しかしながら、円安の影響による輸入物価の上昇や平成26年

４月の消費税増税による消費減退への懸念などにより、景気の先行きは不透明な状況にあります。 

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３四半期末の129エリアから当第３四半期末の137エリア（フランチャイズを含む家庭版は195

エリア）と８エリアを新設いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,208,789千円(対前年同期比3.8％増)となりま

した。利益面につきましては、営業利益52,375千円(前年同期は57,853千円の損失)、経常利益72,980千円

(前年同期は41,867千円の損失)、四半期純利益50,929千円(前年同期は70,494千円の損失)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0.4％増加し、2,733,239千円となりました。これは主として現

金及び預金が147,483千円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ6.0％減少し、678,421千円となりました。これは主として敷金

及び保証金が41,814千円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度と比べて1.0％減少し、3,411,660千円となりました。 

  

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ5.8％減少し、2,368,795千円となりました。これは主として支

払手形及び買掛金が107,229千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13.7％増加し、445,211千円となりました。これは主として長

期借入金が48,151千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3.2％減少し、2,814,006千円となりました。 

  

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末と比べ10.9％増加し、597,653千円となりました。これは主として利益

剰余金が50,929千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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 当該事項はありません。 

  

  

 当該事項はありません。  

  

  

 当該事項はありません。 

  

  

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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,358,901 1,506,385

受取手形及び売掛金 965,664 823,791

有価証券 319,147 319,282

仕掛品 20,468 10,856

原材料及び貯蔵品 2,256 2,768

その他 74,705 85,263

貸倒引当金 △17,826 △15,108

流動資産合計 2,723,317 2,733,239

固定資産

有形固定資産 78,567 87,975

無形固定資産 205,762 163,964

投資その他の資産

敷金及び保証金 211,194 169,380

その他 286,569 322,201

貸倒引当金 △59,989 △65,100

投資その他の資産合計 437,774 426,481

固定資産合計 722,104 678,421

資産合計 3,445,421 3,411,660

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,270,426 1,163,196

短期借入金 406,400 452,000

1年内返済予定の長期借入金 311,850 286,301

未払法人税等 27,758 8,086

事務所移転費用引当金 7,856 3,453

その他 490,681 455,757

流動負債合計 2,514,972 2,368,795

固定負債

長期借入金 335,187 383,338

資産除去債務 35,785 43,330

その他 20,478 18,542

固定負債合計 391,451 445,211

負債合計 2,906,423 2,814,006

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 △285,203

株主資本合計 501,435 552,365

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 3,259

その他の包括利益累計額合計 1,834 3,259

少数株主持分 35,728 42,028

純資産合計 538,997 597,653

負債純資産合計 3,445,421 3,411,660
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 5,984,381 6,208,789

売上原価 3,389,222 3,578,111

売上総利益 2,595,158 2,630,678

販売費及び一般管理費 2,653,012 2,578,302

営業利益又は営業損失（△） △57,853 52,375

営業外収益

受取利息 274 225

受取配当金 162 222

持分法による投資利益 24,361 26,915

受取手数料 489 486

違約金収入 2,319 4,195

その他 3,650 2,141

営業外収益合計 31,257 34,186

営業外費用

支払利息 13,383 13,180

解約手数料 1,150 20

その他 737 381

営業外費用合計 15,271 13,582

経常利益又は経常損失（△） △41,867 72,980

特別損失

固定資産除却損 2,348 －

事務所移転費用 6,569 6,382

特別損失合計 8,917 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（△）

△50,784 66,598

法人税、住民税及び事業税 13,524 9,352

法人税等調整額 17 15

法人税等合計 13,542 9,367

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（△）

△64,326 57,230

少数株主利益 6,167 6,300

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,494 50,929
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31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（△）

△64,326 57,230

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,018 1,425

その他の包括利益合計 △1,018 1,425

四半期包括利益 △65,344 58,655

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △71,512 52,355

少数株主に係る四半期包括利益 6,167 6,300
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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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