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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的に拡大した米国発の金融危機が実体経済へと波及し企業収益

  が大幅に減速するなど、いまだかつて経験したことの無い未曾有の厳しい状況となりました。 

   一般的に広告費は、企業収益の減少とともに縮小される傾向にあるため、当社が属するフリーペーパー業界におき

  ましても、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、厳しい経営環境が続いてお

  ります。 

   こうした環境の中、当第３四半期累計期間における当社主力事業のタウンニュース事業部門では、期首からの方針

  を継続し新規創刊をせず既存発行版の深耕に注力しました。また、新規顧客開拓のために他媒体からの切り替えのた

  めの営業を強化するとともに、官公庁・団体などへの営業も積極的に推進しました。 

  その結果、横浜・川崎地区などの都市部における行政・団体を中心に堅調に売上げが伸長し、かつ各発行版の広 

 告販売状況に応じて頁数の変更を柔軟に対応したことによる発行原価の抑制が利益面にも寄与しました。  

    その他事業部門の出版・印刷部につきましては、自費出版に加えタウンニュース事業部門とのシナジーによる企 

  画・制作印刷物の受注が増加したことにより、堅調に業績を拡大しました。 

   以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,200百万円、営業利益は193百万円、経常利益は198百万円、四半 

  期純利益は112百万円となりました。 

  

  

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

  （資産） 

   当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ189百万円増加し、2,591百万円となりまし 

  た。 

  これは現金及び預金158百万円、受取手形及び売掛金25百万円の増加が、有形固定資産の18百万円、無形固定 

  資産の10百万円の減少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147百万円増加し、637百万円となりました。 

  これは未払法人税等が66百万円、賞与引当金が42百万円、退職給付引当金が40百万円増加したためであります。

   （純資産） 

   純資産につきましては、前事業年度末と比べ42百万円増加して1,953百万円となりました。これは利益剰余金 

  の増加であります。 

  

  （2）キャッシュ・フローの状況 

      当第３四半期累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81百万

    円増加し746百万円となりました。 

      当第３四半期累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、240百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少（149百万 

        円）、法人税等の支払い（54百万円）、売上債権の増加（25百万円）等の減少要因を、税引前四半期純利益 

    （197百万円）、長期未払金の増加（145百万円）、賞与引当金の増加（42百万円）、退職給付引当金の増加 

    （40百万円）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、88百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出（76百万 

        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。 

  

  

  

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



  

 業績予想につきましては、現時点では平成21年２月６日発表「平成21年６月期第２四半期決算短信（非連結）」の

通期の業績予想からの変更はありません。今後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。  

  

      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。  

  

  

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３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 1,035,450 876,676

受取手形及び売掛金 252,261 226,969

原材料 336 315

仕掛品 8,363 435

その他 78,072 64,666

貸倒引当金 △4,540 △3,404

流動資産合計 1,369,943 1,165,659

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 243,340 249,679

土地 480,792 480,792

その他（純額） 64,386 76,376

有形固定資産合計 788,519 806,847

無形固定資産 51,292 61,986

投資その他の資産   

その他 395,925 374,557

貸倒引当金 △14,396 △7,380

投資その他の資産合計 381,528 367,177

固定資産合計 1,221,340 1,236,011

資産合計 2,591,284 2,401,670

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 63,693 56,662

未払法人税等 87,636 20,977

賞与引当金 66,086 23,443

その他 131,817 137,293

流動負債合計 349,234 238,376

固定負債   

長期未払金 145,766 －

退職給付引当金 142,884 102,584

役員退職慰労引当金 － 149,589

固定負債合計 288,650 252,173

負債合計 637,885 490,550



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３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 984,784 928,073

自己株式 △14,432 －

株主資本合計 1,953,399 1,911,120

純資産合計 1,953,399 1,911,120

負債純資産合計 2,591,284 2,401,670



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,200,685

売上原価 856,465

売上総利益 1,344,219

販売費及び一般管理費 1,151,095

営業利益 193,124

営業外収益  

受取利息 3,597

その他 2,166

営業外収益合計 5,764

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 198,251

特別損失  

固定資産除却損 252

投資有価証券評価損 533

特別損失合計 786

税引前四半期純利益 197,465

法人税、住民税及び事業税 122,829

法人税等調整額 △37,828

法人税等合計 85,001

四半期純利益 112,464



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 782,855

売上原価 304,239

売上総利益 478,616

販売費及び一般管理費 370,637

営業利益 107,978

営業外収益  

受取利息 1,064

その他 382

営業外収益合計 1,447

経常利益 109,426

特別損失  

固定資産除却損 252

投資有価証券評価損 533

特別損失合計 786

税引前四半期純利益 108,640

法人税、住民税及び事業税 67,146

法人税等調整額 △19,518

法人税等合計 47,628

四半期純利益 61,012



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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 197,465

減価償却費 35,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,152

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,300

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 △3,597

固定資産除却損 252

売上債権の増減額（△は増加） △25,291

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,948

仕入債務の増減額（△は減少） 7,030

その他 1,466

小計 292,616

利息及び配当金の受取額 3,155

法人税等の支払額 △54,958

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,813

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 △76,880

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 630

その他 △5,608

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,733

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） 81,893

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 746,824



 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。 

  

 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



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年６月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,140,354

Ⅱ 売上原価  865,033

売上総利益  1,275,321

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,129,922

営業利益  145,399

Ⅳ 営業外収益  6,209

Ⅴ 営業外費用  409

経常利益  151,199

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  860

税金等調整前四半期純利益  150,339

税金費用  69,602

四半期純利益  80,736



前第３四半期累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年６月期 
第３四半期） 

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  150,339

 減価償却費  44,821

 貸倒引当金の増加額  4,442

 賞与引当金の増加額  43,294

 役員賞与引当金の減少額 △3,321

 退職給付引当金の増加額  27,471

 役員退職慰労引当金の増加額  5,283

 受取利息及び受取配当金 △1,132

 有価証券利息 △2,548

 固定資産除却損  860

 売上債権の減少額  14,905

 たな卸資産の増加額 △2,338

 仕入債務の減少額 △23,556

 その他流動資産の増加額 △18,539

 その他流動負債の減少額 △30,525

小計  209,455

 利息及び配当金の受取額  2,242

 法人税等の支払額 △106,606

営業活動によるキャッシュ・フロー  105,091

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 △45,223

 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 △69,430

 貸付金の回収による収入  460

 有価証券取得による支出 △198,554

 その他  2,922

投資活動によるキャッシュ・フロー △329,798



   

  

  

  
前年同四半期

（平成20年６月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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 △280,460

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  489,153
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