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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 1,121 3.0 △8 ― △11 ― △13 ―
20年3月期第1四半期 1,089 ― 17 ― 12 ― 13 ―

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

21年3月期第1四半期 △1.98 ―
20年3月期第1四半期 2.03 2.01

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

21年3月期第1四半期 2,772 670 24.2 102.07
20年3月期 2,774 703 25.4 106.57

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  670百万円 20年3月期  703百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 2,230 3.2 37 99.5 28 120.2 19 73.1 2.83
通期 4,650 1.3 120 13.1 100 5.1 70 117.0 10.44

4.  その他 
(1) 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  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(2) 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（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もの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 6,706,000株 20年3月期 6,706,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 135,761株 20年3月期 100,761株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期 6,589,854株 20年3月期第1四半期 6,703,362株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 上記に記載した予測数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、アメリカにおけるサブプライムローン問題に端を発した金

融不安や、原油価格の高騰により、景気の先行きが懸念される状況であります。
　当社が属します広告業界につきましても景気減速の懸念から、企業からの広告出稿は減少傾向に
あり、原油価格の高騰から原材料費も高騰し、厳しさが増しております。
　このような状況下、当社では当第１四半期におきまして、フリーマガジン事業では、フリーマガ
ジン（生活情報誌）を新たに２誌発行いたしました。
　また、広告ＳＰ事業では、前事業年度まで、フリーマガジン事業に属しておりました求人情報紙
部門・イベントセミナー部門（前事業年度 教育研修部門）・通信販売部門に、ＰＲ部門・ＩＴ部門
を新たに加えてソリューション部門といたしました。この組織変更により、広告ＳＰ事業の各部門
間でシナジー効果を発揮し、広告主の幅広い要望に応える体制を整えました。 この結果、売上高
は1,121百万円（前年同期比3.0％増）となったものの、折からの原油価格の高騰による原材料費の
高騰の影響を受け、売上総利益は344百万円（前年同期比2.9％減）となり、以下、営業損失8百万
円（前年同期26百万円の減少）、経常損失11百万円（前年同期24百万の減少）、四半期純損失13百万
円（前年同期26百万円の減少）となりました。

ａ．フリーマガジン事業
　フリーマガジン事業では、４月に『つぅぴーす』（三重県津市、57,600部発行）、６月に『Ｋｉｒ
ａｍｅｋｉ ＣＬＵＢ』（福井県敦賀市、30,050部発行）を新たに発行したことにより、合計16誌、
総発行部数は756,940部（平成20年６月30日現在）となりました。
　この結果、フリーマガジン事業の売上高は253百万円（前年同期比27.7％増）となりました。

ｂ．広告ＳＰ事業
　広告ＳＰ部門では、当社が注力いたしておりますハウジング業界からの受注が、依然として厳し
い状況にあることと、前事業年度にあった大阪支社（平成19年６月閉鎖）の受注が減少し、売上高
は720百万円（前年同期比6.0％減）となりました。
　ソリューション部門では、景気の先行きが懸念される影響から、求人紙部門の受注が昨年実績を
下回ったものの、イベントセミナー部門で昨年実績を上回りました。
また、当事業年度より新設したＰＲ部門、ＩＴ部門の受注が加わったことにより、売上高は147百
万円（前年同期比18.9％増）となりました。
　この結果、広告ＳＰ事業の売上高は868百万円（前年同期比2.5％減）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて2百万減少し、2,772百万円と

なりました。これは主に、土地が93百万円、長期貸付金が14百万円、商品が11百万円増加したもの
の、現金及び預金が121百万円減少したことによるものであります。 
　負債は、前事業年度末に比べて31百万円増加し、2,101百万円となりました。これは主に、短期
借入金が50百万円、賞与引当金が20百万円、長期借入金が13百万円増加したものの、その他流動負
債が32百万円、買掛金が16百万円減少したことによるものであります。 
　純資産は33百万円減少し、670百万円となりました。自己資本比率は24.2％であります。 

3. 業績予想に関する定性的情報
金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の改正に伴う当社業績への影響が見通し難い状況ではあ

りますが、他の要因による業績の変動も現時点では想定されないことから、平成20年５月16日発表の通期の
業績予想に変更はありません。
　今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

4. その他
(1) 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
 a．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 b．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出
する方法によっております。

― 2 ―
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 c．法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発
生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・
プランニングを利用する方法によっております。

(2) 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
①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価
基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。こ
れによる損益に与える影響はありません。

― 3 ―
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 568,698 690,060

受取手形及び売掛金 695,748 719,475

商品 14,889 3,880

原材料 750 216

仕掛品 35,916 25,647

その他 89,054 78,085

貸倒引当金 △27,538 △27,228

流動資産合計 1,377,519 1,490,137

固定資産

有形固定資産

土地 722,964 629,964

その他（純額） 262,674 262,630

有形固定資産合計 985,639 892,595

無形固定資産 21,503 21,659

投資その他の資産

投資有価証券 85,219 81,755

長期貸付金 129,260 115,260

破産更生債権等 131,776 129,602

差入保証金 206,613 206,059

その他 11,923 12,339

貸倒引当金 △177,416 △175,242

投資その他の資産合計 387,376 369,775

固定資産合計 1,394,519 1,284,030

資産合計 2,772,038 2,774,167

― 4 ―
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 658,435 675,260

短期借入金 533,504 483,504

未払法人税等 2,398 5,786

賞与引当金 50,324 30,126

その他 325,630 357,998

流動負債合計 1,570,293 1,552,676

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 306,349 292,907

その他 24,798 24,636

固定負債合計 531,147 517,543

負債合計 2,101,440 2,070,219

純資産の部

株主資本

資本金 378,950 378,950

資本剰余金 69,450 69,450

利益剰余金 224,216 257,060

自己株式 △10,711 △8,086

株主資本合計 661,904 697,374

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,693 6,574

評価・換算差額等合計 8,693 6,574

純資産合計 670,598 703,948

負債純資産合計 2,772,038 2,774,167
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,121,476

売上原価 776,497

売上総利益 344,979

販売費及び一般管理費 353,660

営業損失（△） △8,681

営業外収益

受取利息 342

受取配当金 523

受取地代家賃 3,732

その他 557

営業外収益合計 5,156

営業外費用

支払利息 7,222

その他 1,136

営業外費用合計 8,358

経常損失（△） △11,883

特別損失

投資有価証券評価損 61

特別損失合計 61

税引前四半期純損失（△） △11,945

法人税、住民税及び事業税 1,083

四半期純損失（△） △13,028
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 △11,945

減価償却費 5,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,485

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,197

受取利息及び受取配当金 △866

支払利息及び社債利息 7,222

投資有価証券評価損益（△は益） 61

売上債権の増減額（△は増加） △33,681

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,811

仕入債務の増減額（△は減少） △18,495

破産更生債権等の増減額（△は増加） △2,174

その他 △4,317

小計 △58,243

利息及び配当金の受取額 553

利息の支払額 △6,891

法人税等の支払額 △3,883

営業活動によるキャッシュ・フロー △68,465

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 △49,000

定期預金の払戻による収入 50,000

有形固定資産の取得による支出 △97,969

差入保証金の差入による支出 △1,653

差入保証金の回収による収入 508

貸付けによる支出 △16,000

貸付金の回収による収入 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,114

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） 50,000

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △19,998

自己株式の取得による支出 △2,649

配当金の支払額 △17,203

財務活動によるキャッシュ・フロー 60,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △120,430

現金及び現金同等物の期首残高 201,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 81,431
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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【参考資料】

１．前四半期に係る財務諸表等

 (1)（要約）前四半期損益計算書

              （単位：千円）

前第１四半期累計期間
科 目 （自 平成19年４月１日 

　 至 平成19年６月30日）
金 額

Ⅰ 売上高 1,089,204

Ⅱ 売上原価 733,815

　 売上総利益 355,388

Ⅲ 販売費及び一般管理費 337,475

　 営業利益 17,913

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 365

　２ 受取配当金 551

　３ 受取地代家賃 4,338

　４ 保険金収入 188

　５ その他 460

　 営業外収益合計 5,905

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 6,850

　２ その他 4,727

　 営業外費用合計 11,577

　 経常利益 12,240

Ⅵ 特別利益

　１ 貸倒引当金戻入益 2,424

　 特別利益合計 2,424

　税引前四半期純利益 14,665

　法人税、住民税及び事業税 1,050

　四半期純利益 13,614
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株式会社 中 広 （2139）平成21年３月期 第１四半期決算短信

 (2)（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書
　     （単位：千円）

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ－

　 税引前四半期純利益 14,665

　 減価償却費 5,212

　 貸倒引当金の減少額 △2,424

　 賞与引当金の増加額 18,265

　 受取利息及び受取配当金 △917

　 支払利息及び社債利息 6,850

　 売上債権の減少額 160,252

　 たな卸資産の増加 △4,589

　 仕入債務の減少額 △281,764

　 破産更生債権等の増加額 △1,097

　 その他 △26,668

　 小計 △112,215

　 利息及び配当金の受取額 686

　 利息の支払額 △6,906

　 法人税等の支払額 △3,550

　 営業活動によるキャッシュ・フロ－ △121,986

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－

　 定期預金解約による収入 451,274

　 有形固定資産の取得による支出 △35,277

　 差入保証金の差入による支出 △1,103

　 差入保証金の返還による収入 462

　 投資活動によるキャッシュ・フロ－ 415,356

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ－

　 短期借入金の純減少額 △361,495

　 長期借入金の返済による支出 △211,148

　 配当金の支払額 △41,503

　 株式の発行による収入 900

　 財務活動によるキャッシュ・フロ－ △613,246

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △319,876

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 528,481

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 208,604
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株式会社 中 広 （2139）平成21年３月期 第１四半期決算短信

２． 販売・仕入の状況

 (1)販売実績

（単位：千円 ％）

事業部門別

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

比較増減

前会計年度

　(自 平成19年４月１日 　(自 平成20年４月１日 　(自 平成19年４月１日

　 至 平成19年６月30日) 　 至 平成20年６月30日) 　 至 平成20年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

フリーマガジン

事 業
198,334  18.2  253,240  22.6  54,905  27.7  892,310  19.4 

広告

ＳＰ

事業

広告SP部門 766,728  70.4  720,688  64.3  △46,039  △6.0  3,086,378  67.2 

ソリューション

部  門
124,140  11.4  147,547  13.1  23,406  18.9  613,740  13.4 

計 890,869  81.8  868,236  77.4  △22,633  △2.5  3,700,119  80.6 

合 計 1,089,204  100.0  1,121,476  100.0  32,272  3.0  4,592,430  100.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 (2)仕入実績

（単位：千円 ％）

事業部門別

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

比較増減

前会計年度

　(自 平成19年４月１日 　(自 平成20年４月１日 　(自 平成19年４月１日

　 至 平成19年６月30日) 　 至 平成20年６月30日) 　 至 平成20年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

フリーマガジン

事 業
82,475 11.2 114,869 14.6 32,394 39.3 371,719 12.1

広告

ＳＰ

事業

広告ＳＰ

部 門
579,558 78.9 569,115 72.3 △10,443 △1.8 2,341,190 76.0

ソリューション

部  門
72,646 9.9 103,521 13.1 30,874 42.5 368,044 11.9

計 652,205 88.8 672,636 85.4 20,431 3.1 2,709,235 87.9

合 計 734,680 100.0 787,506 100.0 52,825 7.2 3,080,955 100.0

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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