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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 1,751 18.1 △69 ― △53 ― △30 ―
21年3月期第1四半期 1,482 ― △165 ― △141 ― △87 ―

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 △5.04 ―
21年3月期第1四半期 △13.63 ―

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

22年3月期第1四半期 6,136 3,154 51.4 570.34
21年3月期 6,291 3,423 54.4 553.18

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,154百万円 21年3月期  3,421百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

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  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 
連結累計期間

3,700 19.0 15 ― 45 ― 20 ― 3.25

通期 7,700 5.5 300 38.2 350 14.2 105 1.6 17.07



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  
（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。 

(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） 

(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 
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に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後さまざまな要因により予想数値と異
なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 6,470,660株 21年3月期  6,470,660株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  939,563株 21年3月期  284,663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 6,150,014株 21年3月期第1四半期 6,415,465株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気後退の影響が深刻化し、企業の生

産活動は極めて低い水準で推移し、設備投資の減少や雇用情勢の悪化などにより、厳しい状況が続いております。地

方経済におきましても、厳しい雇用・所得環境が続く中、個人消費は低迷し、引続き弱い地合いで推移いたしまし

た。 

このような経営環境において、当社グループにおきましては、地域社会の活性化に寄与すべく、既存事業の高度化

と事業の多角化を柱とする中長期ビジョン「サイネックス２.０」により、中小事業者に対し、プロモーション支援

や、ソリューション提案を積極的におこなった結果、当第１四半期の業績は、売上高が対前年同期比18.1％増の17億

51百万円、営業損失が69百万円（前年同期は1億65百万円の損失）、経常損失が53百万円（前年同期は1億41百万円の

損失）、四半期純損失が30百万円（前年同期は87百万円の損失）となりました。   

事業部門ごとの状況は次のとおりであります。  

  

【プリントメディア事業】  

地域行政情報誌『わが街事典』（注）につきましては、当第１四半期連結会計期間において新たに徳島県徳島市や

埼玉県春日部市で発行するほか、茨城県水戸市において第2版を発行するなど24の市や町と共同発行をおこないまし

た。50音別電話帳『テレパル５０』につきましても、当社のウェブ商材とのメディアミックスに加え、行政情報を付

加した電話帳の発行にも取り組みました結果、プリントメディア事業の売上高は、対前年同期比21.7％増の12億78百

万円となりました。 

  

（注）『わが街事典』 

地方自治体との官民協働事業として発行を進めております『市民便利帳』等地域行政情報誌の名称は、共同発行する自治体によりさまざ

まですが、地域を結ぶコミュニティメディアとしての位置付けを明確にするために、サブタイトルとして『わが街事典』ブランドを導入し

ております。 

  

【ＩＴメディア事業】  

地域情報ポータルサイト『ＣｉｔｙＤＯ！』のインターネット広告は、地図情報などのサービスを付加した商材を

積極的に販売するとともに、ヤフー株式会社との販売提携による『Yahoo!ヘルスケア』や『Yahoo!地域情報』、オー

バーチュア株式会社の『スポンサードサーチ®』の販売も好調に推移し、また連結子会社サイネックス・ネットワー

クの『食彩ネット』における業務用食材、『トラベルサーチ』等旅行業サイトにおける旅行商品の販売も引続き順調

に推移した結果、ＩＴメディア事業の売上高は、対前年同期比10.6％増の3億98百万円となりました。 

  

【その他の事業】  

連結子会社株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニング、株式会社ＦＰエージェントおよびフロンティ

ア・パートナーズ株式会社における保険販売による手数料収入は、対前年同期比3.1％増の74百万円となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間において連結子会社であったフロンティア・パートナーズ株式会社は、平成21年

６月30日に当社連結子会社株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニングが、その所有する株式をすべて売

却したため、連結の範囲から除外しておりますが、損益計算書項目のみ連結しております。 

  

当四半期連結会計期間における総資産は、61億36百万円となり、前連結会計年度末比１億55百万円の減少となりま

した。その主な要因は、現金及び預金の減少額２億72百万円によるものであります。 

なお、純資産は31億54百万円となり、自己資本比率は当四半期において自己株式の取得等もあり3.0ポイント低下

し51.4%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は８億32百万円となり、前連結会計年度末と比較して４

億１百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は66百万円の収入となりました。主な要因は、前受金の増加額１億６百万

円、売上債権の減少額90百万円、法人税等の支払額98百万円、仕入債務の減少額53百万円等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」は２億３百万円の支出となりました。主な要因は、定期預金の預入による支

出１億79百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円等によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２億65百万円の支出となりました。これは、自己株式の取得による支出１

億97百万円、リース債務の返済による支出39百万円、配当金の支払額28百万円によるものであります。 

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



  

  

当第１四半期連結会計期間の業績は、当初予想どおり推移しており、現時点において平成21年５月15日に公表いた

しました業績予想に変更はありません。  

  

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等が前連結会計年度末において算定したものと著しい変動がないと

認められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等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出に関しては、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。  

  

  

該当事項はありません。   

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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 1,492,075 1,765,032

受取手形及び売掛金 355,644 445,715

有価証券 98,660 97,620

商品及び製品 213,273 186,214

仕掛品 97,273 91,285

原材料及び貯蔵品 20,852 16,319

その他 239,005 145,163

貸倒引当金 △49,546 △59,427

流動資産合計 2,467,238 2,687,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 521,030 523,909

機械装置及び運搬具（純額） 178,143 186,478

土地 770,184 770,184

リース資産（純額） 105,912 69,369

その他（純額） 28,676 29,275

有形固定資産合計 1,603,947 1,579,216

無形固定資産   

その他 161,047 164,943

無形固定資産合計 161,047 164,943

投資その他の資産   

投資有価証券 587,871 605,446

その他 1,319,824 1,257,551

貸倒引当金 △3,188 △3,191

投資その他の資産合計 1,904,507 1,859,806

固定資産合計 3,669,502 3,603,967

資産合計 6,136,740 6,291,890



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 179,099 232,853

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 7,605 108,316

賞与引当金 61,665 68,532

前受金 842,407 735,502

その他 399,255 236,879

流動負債合計 1,840,032 1,732,084

固定負債   

退職給付引当金 1,039,894 1,036,546

役員退職慰労引当金 60,863 59,912

その他 41,359 39,659

固定負債合計 1,142,116 1,136,118

負債合計 2,982,149 2,868,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 552,095 552,095

利益剰余金 2,155,858 2,217,782

自己株式 △277,224 △79,444

株主資本合計 3,180,729 3,440,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,138 △18,461

評価・換算差額等合計 △26,138 △18,461

少数株主持分 － 1,715

純資産合計 3,154,591 3,423,687

負債純資産合計 6,136,740 6,291,890



（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 1,482,830 1,751,610

売上原価 546,125 592,667

売上総利益 936,705 1,158,942

販売費及び一般管理費 1,102,688 1,228,727

営業損失（△） △165,983 △69,785

営業外収益   

受取利息 4,945 2,254

受取家賃 8,665 8,808

補助金収入 5,600 8,634

複合金融商品評価益 5,920 －

その他 2,627 4,068

営業外収益合計 27,758 23,765

営業外費用   

支払利息 2,369 1,266

複合金融商品評価損 － 3,450

その他 1,161 2,993

営業外費用合計 3,531 7,709

経常損失（△） △141,755 △53,729

特別利益   

固定資産売却益 36 －

貸倒引当金戻入額 95 6,879

関係会社株式売却益 － 1,106

特別利益合計 132 7,986

特別損失   

固定資産除却損 1,862 －

投資有価証券評価損 179 450

特別損失合計 2,042 450

税金等調整前四半期純損失（△） △143,665 △46,193

法人税、住民税及び事業税 10,848 3,578

法人税等調整額 △67,076 △20,325

法人税等合計 △56,227 △16,747

少数株主利益 － 1,547

四半期純損失（△） △87,437 △30,993



（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損失（△） △143,665 △46,193

減価償却費 39,323 40,864

貸倒引当金の増減額（△は減少） △772 △9,884

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,123 3,347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 805 951

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,825 △6,866

受取利息及び受取配当金 △4,945 △2,983

支払利息 2,369 1,266

売上債権の増減額（△は増加） 41,131 90,071

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,754 △37,580

仕入債務の増減額（△は減少） △141,334 △53,754

前受金の増減額（△は減少） 100,013 106,904

その他 55,719 78,250

小計 △100,407 164,392

利息及び配当金の受取額 4,927 1,715

利息の支払額 △1,433 △554

法人税等の還付額 4 －

法人税等の支払額 △172,345 △98,787

営業活動によるキャッシュ・フロー △269,254 66,765

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 △149,000 △179,000

定期預金の払戻による収入 125,000 50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △2,633

有形固定資産の取得による支出 △465 △9,011

無形固定資産の取得による支出 △23,949 △33,601

保険積立金の積立による支出 △1,226 △26,084

その他 343 △3,105

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,298 △203,437

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 △18,523 △197,779

配当金の支払額 △27,939 △28,107

リース債務の返済による支出 － △39,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,463 △265,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △365,015 △401,957

現金及び現金同等物の期首残高 974,465 1,234,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 609,450 832,075



 該当事項はありません。 

  

 当社は、当第１四半期連結会計期間において、平成21年１月５日及び平成21年６月22日開催の取締役会におけ

る自己株式の取得決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間におい

て、自己株式が197,779千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において、277,224千円となっております。 

  

（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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