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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4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3月期第2四半期 2,255 4.4 0 ― △3 ― △62 ―
20年3月期第2四半期 2,161 △3.3 18 △79.4 12 △83.3 10 △86.0

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

21年3月期第2四半期 △9.56 ―
20年3月期第2四半期 1.64 1.63

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2四半期 2,664 608 22.8 93.58
20年3月期 2,774 703 25.4 106.57

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  608百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 4,490 △2.2 46 △56.6 35 △63.2 △28 ― △4.29

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、２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、２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2四半期 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2四半期 200,761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2四半期 6,556,332株 20年3月期第2四半期 6,704,689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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当第２四半期累計期間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

金融危機が、世界経済に影響をおよぼし始め、景気の減速感が一層強まってまいりました。  

当社が属します広告業界につきましても景気減速の影響から、企業からの広告出稿は減少傾向にありま

す。また、原油価格・資源価格の高騰は落ち着きを取り戻しつつあるものの、依然として原材料費は高止

まりの状況にあり、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２四半期累計期間におきまして、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３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2,255百万円（前年同期比4.4％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710百万円（前年同期比△0.7％減）となり、以下、営業損

失0百万円（前年同期18百万円の利益）、経常損失3百万円（前年同期12百万円の利益）となりました。  

 また、当期の業績見通し及び財務の健全性の観点から、当社の繰延税金資産の回収可能性につき慎重に

検討した結果、保守的な観点から第２四半期決算にて56百万円全額取り崩しを行うことといたしました。 

 この結果、第２四半期累計期間における四半期純損失が62百万円（前年同期10百万円の利益）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『Ｋｉｒａｍ

ｅｋｉＣＬＵＢ』（福井県敦賀市、30,050部発行）、９月に『ふぁみんぐ』（三重県松阪市、57,000部発

行）を新たに発行したことにより、合計17誌、総発行部数は814,340部（平成20年９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525百万円（前年同期比26.3％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1,427百万

円（前年同期比3.5％減）となりました。  

 ソリューション部門では、景気減速の影響から、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は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302百万円

（前年同期比14.0％増）となりました。  

 この結果、広告ＳＰ事業の売上高は1,730百万円（前年同期比0.9％減）となりました。 

  

当第２四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109百万円減少し、2,664百万円とな

りました。これは主に、土地が92百万円、長期貸付金が11百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が

98百万円、現金及び預金が79百万円、その他流動資産が26百万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14百万円減少し、2,056百万円となりました。これは主に、短期借入金が

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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240百万円増加したものの、買掛金が143百万円減少したことによるものであります。  

 純資産は95百万円減少し、608百万円となりました。自己資本比率は22.8％であります。 

  

当第３四半期以降の当社を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況にあります。  

このような状況のもとで、通期業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月７日付当社  

「繰延税金資産の取崩しおよび業績予想の修正に関するお知らせ」にて通期業績予想を修正し  

ております。詳しくは、別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

 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。 

  

 a．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。 

  

 b．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、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングに、前事業年度以降の経営環境等の変化を加味したものを利用する方法によって

おります。 

  

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。これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(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３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 610,216 690,060 

受取手形及び売掛金 620,783 719,475 

商品 10,097 3,880 

原材料 227 216 

仕掛品 14,050 25,647 

その他 51,939 78,085 

貸倒引当金 △18,573 △27,228 

流動資産合計 1,288,740 1,490,137 

固定資産 

有形固定資産 

土地 722,223 629,964 

その他（純額） 257,980 262,630 

有形固定資産合計 980,203 892,595 

無形固定資産 21,347 21,659 

投資その他の資産 

投資有価証券 74,891 81,755 

長期貸付金 126,260 115,260 

破産更生債権等 136,749 129,602 

差入保証金 207,350 206,059 

その他 11,651 12,339 

貸倒引当金 △182,389 △175,242 

投資その他の資産合計 374,514 369,775 

固定資産合計 1,376,065 1,284,030 

資産合計 2,664,805 2,774,167 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(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３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 531,817 675,260 

短期借入金 723,504 483,504 

未払法人税等 4,291 5,786 

賞与引当金 32,400 30,126 

その他 367,185 357,998 

流動負債合計 1,659,199 1,552,676 

固定負債 

社債 100,000 200,000 

長期借入金 276,378 292,907 

その他 20,472 24,636 

固定負債合計 396,850 517,543 

負債合計 2,056,049 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 174,571 257,060 

自己株式 △15,586 △8,086 

株主資本合計 607,384 697,374 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,371 6,574 

評価・換算差額等合計 1,371 6,574 

純資産合計 608,756 703,948 

負債純資産合計 2,664,805 2,774,167 

株式会社　中　広　(2139) 平成21年３月期　第２四半期財務・業績の状況（非連結）

5



(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,255,843 

売上原価 1,545,600 

売上総利益 710,242 

販売費及び一般管理費 710,379 

営業損失（△） △137 

営業外収益 

受取利息 1,757 

受取配当金 539 

受取地代家賃 7,428 

受取保険金 1,200 

その他 787 

営業外収益合計 11,713 

営業外費用 

支払利息 13,272 

その他 2,284 

営業外費用合計 15,557 

経常損失（△） △3,980 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,339 

特別利益合計 1,339 

特別損失 

投資有価証券評価損 316 

減損損失 916 

特別損失合計 1,232 

税引前四半期純損失（△） △3,873 

法人税、住民税及び事業税 2,204 

法人税等調整額 56,596 

四半期純損失（△） △62,673 
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,134,366 

売上原価 769,103 

売上総利益 365,263 

販売費及び一般管理費 356,719 

営業利益 8,543 

営業外収益 

受取利息 1,414 

受取配当金 15 

受取地代家賃 3,696 

受取保険金 1,200 

その他 230 

営業外収益合計 6,557 

営業外費用 

支払利息 6,050 

その他 1,148 

営業外費用合計 7,198 

経常利益 7,902 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,339 

特別利益合計 1,339 

特別損失 

投資有価証券評価損 254 

減損損失 916 

特別損失合計 1,170 

税引前四半期純利益 8,071 

法人税、住民税及び事業税 1,120 

法人税等調整額 56,596 

四半期純損失（△） △49,645 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年4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 

税引前四半期純損失（△） △3,873 

減価償却費 10,287 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,507 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,273 

受取利息及び受取配当金 △2,297 

支払利息及び社債利息 13,272 

投資有価証券評価損益（△は益） 316 

減損損失 916 

売上債権の増減額（△は増加） △18,240 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,369 

仕入債務の増減額（△は減少） △146,382 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △7,147 

その他 △25,489 

小計 △172,502 

利息及び配当金の受取額 1,849 

利息の支払額 △12,869 

法人税等の支払額 △3,950 

営業活動によるキャッシュ・フロー △187,473 

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 △78,000 

定期預金の払戻による収入 210,000 

有形固定資産の取得による支出 △98,499 

差入保証金の差入による支出 △2,560 

差入保証金の回収による収入 679 

貸付けによる支出 △16,000 

貸付金の回収による収入 5,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,619 

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） 240,000 

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 △44,136 

自己株式の取得による支出 △7,524 

配当金の支払額 △19,487 

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,851 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 51,997 

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 253,858 
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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１．前年同中間期に係る財務諸表等 

 (1)（要約）前中間損益計算書 

                         （単位：千円） 

 
  

【参考資料】

前中間会計期間

科 目 （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年９月30日）

金 額

Ⅰ 売上高 2,161,484

Ⅱ 売上原価 1,446,012

  売上総利益 715,472

Ⅲ 販売費及び一般管理費
696,924

  営業利益 18,547

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,695

 ２ 受取配当金 565

 ３ 受取地代家賃 8,504

 ４ 保険金収入 726

 ５ その他 1,619

  営業外収益合計 13,110

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 12,154

 ２ その他 6,788

  営業外費用合計 18,942

  経常利益 12,715

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 4,744

  特別利益合計 4,744

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 520

 ２ 会員権評価損 1,690

  特別損失合計 2,210

 税引前中間純利益 15,250

 法人税、住民税及び事業税 2,051

 法人税等調整額 2,222

 中間純利益 10,977
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 (2)（要約）前中間キャッシュ・フロー計算書 
                        （単位：千円） 

 
  

前中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ－

   税引前中間純利益 15,250

   減価償却費 10,637

   貸倒引当金の減少額 △5,062

   賞与引当金の増加額 5,800

   受取利息及び受取配当金 △2,260

   支払利息及び社債利息 13,005

   投資有価証券評価損 520

   会員権評価損 1,690

   売上債権の減少額 165,884

   たな卸資産の増加額 △6,574

   仕入債務の減少額 △327,635

   破産更生債権等の増加額 △5,545

   その他 △24,848

    小計 △159,139

   利息及び配当金の受取額 1,971

   利息の支払額 △12,737

   法人税等の支払額 △3,695

  営業活動によるキャッシュ・フロ－ △173,600

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－

   定期預金預入による支出 △7,000

   定期預金解約による収入 451,204

   有形固定資産の取得による支出 △37,473

   投資有価証券の取得による支出 △5,000

   差入保証金の差入による支出 △1,503

   差入保証金の返還による収入 4,782

   出資による支出 △10

  投資活動によるキャッシュ・フロ－ 405,000

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 △261,495

   長期借入金の返済による支出 △231,146

   配当金の支払額 △46,585

   株式の発行による収入 738

  財務活動によるキャッシュ・フロ－ △538,488

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △307,087

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中間期末残高 221,393
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２． 販売・仕入の状況 

 (1)販売実績 

 
（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 

 
（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

（単位：千円 ％）

事業部門別

前中間会計期間 当第２四半期累計期間

比較増減

前事業年度

 (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９月30日)   至 平成20年９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

415,844 19.2 525,290 23.3 109,446 26.3 892,310 19.4

広告 
ＳＰ 
事業

広告ＳＰ 

部 門
1,480,074 68.5 1,427,909 63.3 △52,164 △3.5 3,086,378 67.2

ソリューション 

部  門
265,566 12.3 302,642 13.4 37,076 14.0 613,740 13.4

計 1,745,640 80.8 1,730,552 76.7 △15,087 △0.9 3,700,119 80.6

合   計 2,161,484 100.0 2,255,843 100.0 94,358 4.4 4,592,430 100.0

（単位：千円 ％）

事業部門別

前中間会計期間 当第２四半期累計期間

比較増減

前事業年度

 (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９月30日)   至 平成20年９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

172,959 12.0 240,795 15.5 67,835 39.2 371,719 12.1

広告 
ＳＰ 
事業

広告ＳＰ 

部 門
1,115,839 77.2 1,118,957 72.1 3,117 0.3 2,341,190 76.0

ソリューション 

部  門
157,363 10.8 192,065 12.4 34,702 22.0 368,044 11.9

計 1,273,203 88.0 1,311,022 84.5 37,819 3.0 2,709,235 87.9

合   計 1,446,162 100.0 1,551,818 100.0 105,655 7.3 3,080,955 100.0
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