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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9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6月期第1四半期 709 ― 46 ― 48 ― 25 ―
20年6月期第1四半期 683 2.0 14 △72.1 15 △69.6 0 △99.9

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6月期第1四半期 4.61 ―
20年6月期第1四半期 0.00 ―

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6月期第1四半期 2,477 1,881 75.9 337.39
20年6月期 2,401 1,911 79.6 342.78

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  1,881百万円 20年6月期  1,911百万円

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 1,366 ― 50 ― 51 ― 28 ― 5.08
通期 2,850 2.3 150 4.4 152 0.9 83 1.4 15.02

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  無  

(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6月期第1四半期  5,575,320株 20年6月期  5,575,320株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  5,575,320株 20年6月期第1四半期  5,575,320株

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．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。  



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１四半期会計期間におけるわが国経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安、原油や

原材料価格の上昇などによる企業収益の悪化や個人消費の落ち込みなど、景気の先行き懸念が一層強まりました。 

 当社が属するフリーペーパー業界におきましては、景気後退に伴う競合他紙との価格競争の激化に加え、印刷用紙

の値上がりなどもあり、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境の中、当社主力事業であるタウンニュース事業部門につきましては、新規創刊を行わず、既存発行

版の深耕に注力しました。 

 また、編集長研修会を始めとする各階層別研修会の充実による取材・原稿力のアップと広告営業における企画提案

力のアップ、グループウエアによる情報の即時共有化などを推進するとともに、行政や各種団体への営業を積極的に

展開してまいりました。 

 これらの成果が徐々に表れた結果、タウンニュース事業部門の業績につきましては、順調に推移しました。 

 その他事業部門の出版・印刷部につきましては、自費出版や行政・団体関連からの受注増加により、売上高は堅調

に推移しました。 

 また、利益につきましては、タウンニュース事業部門の発行形態を一部見直したことによる発行原価の抑制や、経

費削減などにより、前年同四半期実績を上回りました。 

 以上の結果、当第１四半期の売上高は709百万円、営業利益は46百万円、経常利益は48百万円、四半期純利益は25

百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

    当第１四半期末の総資産は前事業年度に比べ75百万円増加し2,477百万円となりました。これは受取手形及び売 

   掛金40百万円、現金及び預金13百万円の増加が、減価償却による有形固定資産の減少4百万円、無形固定資産の減 

   少３百万円を上回ったためであります。 

   （負債） 

    負債合計は前事業年度に比べ105百万円増加し596百万円となりました。これは賞与引当金が45百万円、未払法人

   税が34百万円、退職給付引当金が14百万円増加したためであります。 

   （純資産） 

    純資産は前事業年度に比べ30百万円減少し、1,881百万円となりました。これは主に、利益剰余金の減少であり 

   ます。 

   （２）キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度に比べ12百万円減少

   し652百万円となりました。 

    当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果得られた資金は、77百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少（149百万円） 

   、売上債権の増加（40百万円）等の減少要因を、長期未払金の増加（151百万円）、税引前四半期純利益（48百万 

   円）賞与引当金の増加（45百万円）、退職給付引当金の増加（14百万円）等の増加要因が上回ったことによるもの

   であります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果使用した資金は、33百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出（25百万円）、

   有形固定資産の取得による支出（3百万円）等があったことによるものであります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は、55百万円となりました。これは配当金の支払額（55百万円）によるものであり

   ます。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 現時点におきましては、平成20年８月14日発表「平成20年６月期決算短信（非連結）」の業績予想からの変更はあ

りません。今後の経済情勢および業績の推移により、第２四半期累計期間および通期の見通しについて、業績予想の

変更が必要になった場合には速やかに開示いたします。 

  



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 

 記載すべき重要な事項はありません。 

  

（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 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日企業会計基

    準第９号）を当第１四半期会計期間から適用しております。 

     なお、この変更による営業利益、経常利益および税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

  

   （３）役員退職慰労金の廃止 

     当社は役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平成20年９月

    24日開催の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することが決議されました。 

     同制度の廃止に伴い、定時株主総会の日以前の在職期間分についての役員退職慰労金について、打ち切り支給

    することになりました。 

     なお、支給時期は、各役員それぞれの退任時とし、役員退職慰労引当金は、退任時まで固定負債「長期未払金

    」として計上しております。 

  



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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 890,227 876,676

受取手形及び売掛金 267,326 226,969

原材料 285 315

仕掛品 7,764 435

その他 81,714 64,666

貸倒引当金 △4,811 △3,404

流動資産合計 1,242,507 1,165,659

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 247,510 249,679

土地 480,792 480,792

その他（純額） 73,986 76,376

有形固定資産合計 802,288 806,847

無形固定資産 58,985 61,986

投資その他の資産   

その他 383,370 374,557

貸倒引当金 △9,651 △7,380

投資その他の資産合計 373,718 367,177

固定資産合計 1,234,992 1,236,011

資産合計 2,477,499 2,401,670

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62,092 56,662

未払法人税等 55,338 20,977

賞与引当金 68,752 23,443

その他 141,795 137,293

流動負債合計 327,979 238,376

固定負債   

長期未払金 151,246 －

退職給付引当金 117,214 102,584

役員退職慰労引当金 － 149,589

固定負債合計 268,460 252,173

負債合計 596,439 490,550



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,375 501,375

資本剰余金 481,670 481,670

利益剰余金 898,013 928,073

株主資本合計 1,881,060 1,911,120

純資産合計 1,881,060 1,911,120

負債純資産合計 2,477,499 2,401,670



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 709,140

売上原価 273,662

売上総利益 435,478

販売費及び一般管理費 388,553

営業利益 46,925

営業外収益  

受取利息 1,575

その他 476

営業外収益合計 2,052

経常利益 48,977

税引前四半期純利益 48,977

法人税、住民税及び事業税 52,555

法人税等調整額 △29,270

法人税等合計 23,285

四半期純利益 25,692



（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７月１日 
 至 平成20年９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 48,977

減価償却費 11,916

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,678

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,309

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,630

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △149,589

長期未払金の増減額（△は減少） 151,246

受取利息及び受取配当金 △1,575

売上債権の増減額（△は増加） △40,356

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,298

仕入債務の増減額（△は減少） 5,429

その他 7,016

小計 89,384

利息及び配当金の受取額 1,103

法人税等の支払額 △13,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,145

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 △25,738

有形固定資産の取得による支出 △3,407

貸付金の回収による収入 90

その他 △4,522

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,578

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △55,753

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,186

現金及び現金同等物の期首残高 664,930

現金及び現金同等物の四半期末残高 652,743



 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 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期累計期間 
（平成20年６月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 683,915 

Ⅱ 売上原価 285,101 

売上総利益 398,814 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 384,544 

営業利益 14,269 

Ⅳ 営業外収益 1,794 

Ⅴ 営業外費用 389 

経常利益 15,674 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 104 

税金等調整前四半期純利益 15,570 

税金費用 15,554 

四半期純利益 16 



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期累計期間 
（平成20年６月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 15,570 

 減価償却費 16,944 

 貸倒引当金の増加額 2,887 

 賞与引当金の増加額 43,988 

 役員賞与引当金の減少額 △12,045 

 退職給付引当金の増加額 3,684 

 役員退職慰労引当金の増加額 2,024 

 受取利息及び受取配当金 △654 

 有価証券利息 △455 

 雑損失 389 

 固定資産除却損 104 

 売上債権の減少額 1,881 

 たな卸資産の増加額 △306 

 仕入債務の減少額 △6,140 

 その他流動資産の増加額 △22,340 

 その他流動負債の減少額 △11,211 

小計 34,320 

 利息及び配当金の受取額 227 

 法人税等の支払額 △41,093 

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,545 

 



 
前年同四半期累計期間 
（平成20年６月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金等の預入による支出 △15,085 

 有形固定資産の取得による支出 △19,972 

 無形固定資産の取得による支出 △65,910 

 貸付金の回収による収入 290 

 保険積立金解約による収入 16,898 

 有価証券取得による支出 △198,554 

 その他 △4,096 

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,431 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △55,753 

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,753 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

△348,730 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 769,613 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 420,883 
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