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1.  平成21年6月期第2四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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2四半期 1,417 ― 85 ― 88 ― 51 ―
20年6月期第2四半期 1,354 △1.8 47 △63.5 51 △60.6 24 △65.9

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2四半期 9.25 ―
20年6月期第2四半期 4.37 ―

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2四半期 2,497 1,892 75.8 342.78
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2四半期  1,892百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 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  無  

（注2）自己株式の取得により「１株当たり当期純利益」のみ平成20年10月31日の公表値を修正しております。  

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 2,850 2.3 150 4.4 152 0.9 83 1.4 15.10

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－ジ【定性的・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2四半期  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2四半期  54,600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2四半期  5,564,897株 20年6月期第2四半期  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。  



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機の影響が世界

的に広がり、急激に景気後退へと推移しました。株価の下落、円高などによる企業収益の大幅な減少、雇用情勢の急

速な悪化、景気の先行き不透明感による個人消費の低迷など実体経済にも波及し、経済環境はさらに厳しさを増しま

した。 

 当社が属するフリーペーパー業界におきましては、景気後退に伴う広告出稿数の減少や、それに伴う競合他紙との

価格競争が一段と激化するなど、さらに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、社員教育を徹底し取材・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、情報の即時共有化などを推進しました。また、新規創刊は行わ

ず、既存発行版の深耕に注力する一方、比較的景気の影響を受けにくい行政や各種団体などへの企画提案を積極的に

展開してまいりました。 

 これらの施策を講じた結果、当第２四半期累計期間におけるタウンニュース事業部門の売上高は、当初計画を上回

りました。 

 その他事業部門の出版・印刷部につきましても、自費出版や行政・団体関連からの受注が安定的に増加したことに

より、堅調に推移しました。 

 また、利益につきましては売上高が当初の計画を上回ったことに加え、タウンニュース事業部門の発行形態の一部

見直しによる発行原価の抑制効果や経費削減などにより、営業利益、経常利益、四半期純利益とも、当初計画を上回

りました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,417百万円、営業利益は85百万円、経常利益は88百万円、四半期

純利益は51百万円となりました。 

  

  

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 

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

  （資産） 

     当第２四半期末の総資産は前事業年度に比べ95百万円増加し2,497百万円となりました。これは現金及び預金 

       106百万円、仕掛品20百万円の増加が、受取手形及び売掛金の減少23百万、有形固定資産の減少9百万円を上回っ 

       たためであります。 

    （負債） 

     負債合計は前事業年度に比べ114百万円増加し604百万円となりました。これは未払法人税等が39百万円、退職 

       給付引当金が34百万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18百万円減少し、1,892百万円となりました。これは主に、自己株式取得での減少で

    あります。 

  

   （2）キャッシュ・フローの状況 

     当第２四半期会計期間末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55百万円 

       増加し720百万円となりました。 

     当第２四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、185百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少（149百万 

        円）、たな卸資産の増加（20百万円）等の減少要因を、長期未払金の増加（145百万円）、税引前四半期純利益 

       （88百万円）、退職給付引当金の増加（34百万円）売上債権の減少（23百万円）、減価償却費（23百万円）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、59百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出（51百万 

       円）、有形固定資産の取得による支出（6百万円）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、70百万円となりました。これは配当金の支払額（55百万円）、自己株式の取 

       得による支出（14百万円）であります。 

  



 業績予想につきましては、平成21年2月2日に「業績予想の修正に関するお知らせ」として公表したとおり、第２四

半期累計期間の業績を修正し、通期業績予想については変更しておりません。今後の経済情勢および業績の推移によ

り、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。  

  

  

 記載すべき重要な事項はありません。  

  

  

 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．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 

（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任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２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 983,369 876,676

受取手形及び売掛金 203,091 226,969

原材料 345 315

仕掛品 21,066 435

その他 64,812 64,666

貸倒引当金 △3,858 △3,404

流動資産合計 1,268,825 1,165,659

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 246,208 249,679

土地 480,792 480,792

その他（純額） 69,871 76,376

有形固定資産合計 796,873 806,847

無形固定資産 55,139 61,986

投資その他の資産   

その他 385,128 374,557

貸倒引当金 △8,854 △7,380

投資その他の資産合計 376,273 367,177

固定資産合計 1,228,286 1,236,011

資産合計 2,497,111 2,401,670

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,888 56,662

未払法人税等 60,831 20,977

賞与引当金 22,761 23,443

その他 185,061 137,293

流動負債合計 321,543 238,376

固定負債   

長期未払金 145,766 －

退職給付引当金 137,415 102,584

役員退職慰労引当金 － 149,589

固定負債合計 283,181 252,173

負債合計 604,724 490,550



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 923,772 928,073

自己株式 △14,432 －

株主資本合計 1,892,386 1,911,120

純資産合計 1,892,386 1,911,120

負債純資産合計 2,497,111 2,401,670



（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,417,829

売上原価 552,226

売上総利益 865,603

販売費及び一般管理費 780,457

営業利益 85,145

営業外収益  

受取利息 2,532

その他 1,783

営業外収益合計 4,316

営業外費用  

保険解約損 606

その他 30

営業外費用合計 637

経常利益 88,824

税引前四半期純利益 88,824

法人税、住民税及び事業税 55,682

法人税等調整額 △18,310

法人税等合計 37,372

四半期純利益 51,451



（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 708,688

売上原価 278,563

売上総利益 430,124

販売費及び一般管理費 391,904

営業利益 38,220

営業外収益  

受取利息 956

その他 1,306

営業外収益合計 2,263

営業外費用  

保険解約損 606

その他 30

営業外費用合計 637

経常利益 39,846

税引前四半期純利益 39,846

法人税、住民税及び事業税 3,126

法人税等調整額 10,960

法人税等合計 14,087

四半期純利益 25,759



（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７月１日 
 至 平成20年12月31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 88,824

減価償却費 23,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,928

賞与引当金の増減額（△は減少） △681

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,830

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） 145,766

受取利息及び受取配当金 △2,532

売上債権の増減額（△は増加） 23,878

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,659

仕入債務の増減額（△は減少） △3,774

その他 52,881

小計 194,782

利息及び配当金の受取額 2,560

法人税等の支払額 △12,135

営業活動によるキャッシュ・フロー 185,207

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 △51,380

有形固定資産の取得による支出 △6,032

無形固定資産の取得による支出 △841

貸付金の回収による収入 600

その他 △2,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,709

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △14,432

配当金の支払額 △55,753

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,312

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 720,242



    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。 

   

  

 該当事項はありません。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,354,982  100.0

Ⅱ 売上原価        556,664  41.1

売上総利益        798,317  58.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        750,912  55.4

営業利益        47,405  3.5

Ⅳ 営業外収益        4,323  0.3

Ⅴ 営業外費用        409  0.0

経常利益        51,319  3.8

Ⅵ 特別利益       － －

Ⅶ 特別損失        718  0.1

税引前中間純利益        50,600  3.7

法人税、住民税及び事業税  35,752            

法人税等調整額 △9,518  26,234  1.9

中間純利益        24,366  1.8

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  50,600

 減価償却費  30,707

 貸倒引当金の増加額  4,624

 賞与引当金の減少額 △1,127

 役員賞与引当金の減少額 △7,683

 退職給付引当金の増加額  11,597

 役員退職慰労引当金の増加額  4,183

 受取利息及び受取配当金 △736

 有価証券利息 △1,591

 固定資産除却損  718

 売上債権の減少額  82,253

 たな卸資産の増加額 △19,993

 仕入債務の減少額 △31,676

 その他 △24,177

小計  97,698

 利息及び配当金の受取額  1,709

 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  58,314

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 △30,223

 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  370

 有価証券取得による支出 △198,554

 その他  8,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,561

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減少額 △302,999

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中間期末残高  466,613
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