
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ぱど 上場取引所 大 

コード番号 4833 URL http://www.pado.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 倉橋 泰

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 鈴木 博士 TEL 045-212-8150
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

22年3月期第1四半期 2,097 △7.2 △98 ― △95 ― △108 ―

21年3月期第1四半期 2,259 ― 65 ― 63 ― 60 ―

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

22年3月期第1四半期 △1,983.01 ―

21年3月期第1四半期 1,109.56 ―

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

22年3月期第1四半期 2,900 651 21.8 11,525.70
21年3月期 3,123 761 23.8 13,540.42

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  632百万円 21年3月期  743百万円

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

21年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年3月期 0.00

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間

4,200 △10.3 △90 ― △90 ― △100 ― △1,821.62

通期 8,700 △9.3 90 △44.2 90 △39.5 60 △62.7 1,092.97
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・平成21年５月13日付の決算短信で公表いたしました平成22年３月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては本日（平成21年７月30日付）公
表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 
・上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 54,896株 21年3月期  54,896株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 54,896株 21年3月期第1四半期 54,896株
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当第１四半期における日本経済は、生産や輸出を中心に景気の底入れが感じられたものの、企業収益が
低迷するなかで、雇用および設備投資には回復が見られず、先行きについては予断を許さない状況が続き
ました。 
このような厳しい経営環境の中、当社は、あらゆる商売繁盛の手段を用いてクライアントニーズに応え

るという方針のもと、紙媒体とWeb媒体のクロスセルを推進してまいりました。 
メディア事業の新たな展開としましては、平成21年５月に、東京都の吉祥寺駅周辺にて、吉祥寺を中心

に活動する女性をターゲットとした新媒体「吉祥寺ECCO!! 」を創刊いたしました。同じく平成21年５月
より、一号あたりの情報量のアップと事業の効率化を目指し、横浜および埼玉地域の一部にて「ぱど」の
発行サイクルの見直しを実施しました。 
このような事業展開を行いましたが、厳しい経済環境下での広告主の広告予算の削減による客単価の落

ち込みを免れることができず、また上記の発行サイクル見直しの施策もこの四半期においては即時の効果
を上げるには至らず、当第１四半期における連結の売上高は、2,097,581千円（対前年同期比7.2％減）と
なりました。利益面におきましては、営業損失98,886千円（前年同期は営業利益65,951千円）、経常損失
95,149千円（前年同期は経常利益63,594千円）、四半期純損失108,859千円（前年同期は四半期純利益
60,910千円）となりました。 
なお、当第１四半期末における、当社の主要紙媒体である「ぱど」の発行地域は、自社直営で100地域

（5,529千部）、当社フランチャイジーによる発行を含めると、全国で181地域（9,762千部）となりまし
た。 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度に比べて、9.8％減少し、2,249,662千円となりました。これは、主として

現金及び預金が114,883千円、受取手形及び売掛金が119,484千円減少したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度に比べて、3.6％増加し、650,988千円となりました。これは、主としてソ
フトウェアが13,016千円増加したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.1%減少し、2,900,651千円となりました。 
  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度に比べて、6.2%減少し、2,161,006千円となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が129,254千円、未払費用が50,625千円減少したことなどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度に比べて、56.1%増加し、88,546千円となりました。これは、主として長
期借入金が34,138千円増加したことなどによります。 
 この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べて4.7%減少し、2,249,552千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度に比べて、14.5%減少し、651,098千円となりました。これは、主として

当期純損失108,859千円によるものであります。 
  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日付の決算短信で公表いたしました平成22
年３月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては本日（平成21年７月30日付）公表しており
ます「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 
 また、上記の予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としており
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。     

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 
  

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
    当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定して 
     おります。 
 ②棚卸資産の評価方法 

        当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計 
      年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
    また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味 
      売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
 ③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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し 
      て算定する方法によっております。 

  

  該当事項はありません。 
  

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 958,008 1,072,892

受取手形及び売掛金 974,059 1,093,544

有価証券 217,981 217,883

仕掛品 12,582 12,946

原材料及び貯蔵品 5,304 7,101

その他 102,240 114,633

貸倒引当金 △20,514 △24,209

流動資産合計 2,249,662 2,494,792

固定資産   

有形固定資産 60,248 62,637

無形固定資産 199,502 178,556

投資その他の資産 391,237 387,157

固定資産合計 650,988 628,351

資産合計 2,900,651 3,123,143

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,290,400 1,419,654

短期借入金 466,796 426,800

未払法人税等 4,123 15,098

その他 399,686 443,087

流動負債合計 2,161,006 2,304,640

固定負債   

長期借入金 67,338 33,200

その他 21,208 23,515

固定負債合計 88,546 56,715

負債合計 2,249,552 2,361,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 526,535 526,535

資本剰余金 311,033 311,033

利益剰余金 △202,285 △93,426

株主資本合計 635,283 744,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,568 △828

評価・換算差額等合計 △2,568 △828

少数株主持分 18,383 18,473

純資産合計 651,098 761,787

負債純資産合計 2,900,651 3,123,143
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 2,259,500 2,097,581

売上原価 1,250,315 1,225,933

売上総利益 1,009,185 871,647

販売費及び一般管理費 943,233 970,533

営業利益又は営業損失（△） 65,951 △98,886

営業外収益   

受取利息 285 124

受取配当金 242 52

持分法による投資利益 － 3,406

負ののれん償却額 238 －

受取手数料 215 229

違約金収入 961 780

その他 355 951

営業外収益合計 2,299 5,545

営業外費用   

支払利息 1,694 1,808

持分法による投資損失 2,960 －

営業外費用合計 4,655 1,808

経常利益又は経常損失（△） 63,594 △95,149

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,323

特別利益合計 － 1,323

特別損失   

投資有価証券評価損 2,811 －

特別損失合計 2,811 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

60,783 △93,826

法人税、住民税及び事業税 1,360 1,755

法人税等調整額 △24 13,367

法人税等合計 1,336 15,122

少数株主損失（△） △1,462 △89

四半期純利益又は四半期純損失（△） 60,910 △108,859
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

60,783 △93,826

減価償却費及びその他の償却費 15,696 19,291

のれん及び負ののれん償却額 △238 169

持分法による投資損益（△は益） 2,960 △3,406

投資有価証券売却損益（△は益） 2,811 △1,323

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,094 3,389

受取利息及び受取配当金 △527 △176

支払利息 1,694 1,808

売上債権の増減額（△は増加） 19,769 118,356

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,119 2,161

仕入債務の増減額（△は減少） △133,148 △129,254

未払費用の増減額（△は減少） △68,904 △50,625

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,398 △914

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,250 7,158

その他の固定資産の増減額（△は増加） △4,660 △8,835

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,692 △12,825

小計 △87,003 △148,852

利息及び配当金の受取額 527 176

利息の支払額 △1,652 △1,860

法人税等の支払額 △16,753 △8,549

営業活動によるキャッシュ・フロー △104,882 △159,085

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 △1,500 △2,100

定期預金の払戻による収入 － 2,400

有価証券の取得による支出 △226 △98

有形固定資産の取得による支出 － △2,625

無形固定資産の取得による支出 △11,855 △28,392

投資有価証券の売却による収入 － 2,323

その他 △592 1,554

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,174 △26,937

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） 5,000 30,000

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 △4,248 △5,866

リース債務の返済による支出 － △2,694

その他 △156 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 595 71,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,460 △114,583

現金及び現金同等物の期首残高 1,057,563 1,055,462

現金及び現金同等物の四半期末残高 939,102 940,879
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 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
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