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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第1四半期 720 1.7 57 23.6 60 23.2 31 21.8
21年6月期第1四半期 709 ― 46 ― 48 ― 25 ―

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6月期第1四半期 5.67 ―
21年6月期第1四半期 4.61 ―

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6月期第1四半期 2,532 1,930 76.2 349.71
21年6月期 2,532 1,954 77.2 354.04

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  1,930百万円 21年6月期  1,954百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 
累計期間

1,456 2.8 106 25.3 108 21.7 59 15.5 10.77

通期 2,950 2.9 214 13.3 217 11.0 119 5.3 21.68



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） 

(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 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6月期第1四半期 5,575,320株 21年6月期  5,575,320株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  54,600株 21年6月期  54,600株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 5,520,720株 21年6月期第1四半期 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 
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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



 当第１四半期におけるわが国経済は、昨年からの世界的な金融・経済危機の影響が続いており、企業収益の悪化や

個人消費の低迷、雇用情勢の悪化など依然として景気回復の兆しが見えない状況となっています。 

 当社が属するフリーペーパー業界におきましても、景気後退に伴う収益の悪化により、やむなく人員削減や事業規

模の縮小に踏み切る企業もみられるなど、かつて経験したことのない厳しい経営環境が続いています。 

 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、新規創刊を行わないかわり

に、隔週発行版の毎週発行化を進め発行頻度を増加させるなど、既存発行版の深耕に注力するとともに他媒体からタ

ウンニュースへの切り替え需要を推進し、官公庁・団体等への営業も積極的に行いました。また、各発行版の頁数を

状況に応じて柔軟に適正化し、発行原価の抑制に努めました。 

    これらの施策により、神奈川県東部を中心に受注を拡大することができ、タウンニュース事業部門の売上高は増 

  加しました。 

 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により、売上高は増加しま

した。 

   以上の結果、売上高は720百万円(前年同四半期比1.7％増)、営業利益は57百万円(前年同四半期比23.6％増)、経常

    利益は60百万円(前年同四半期比23.2％増)、四半期純利益は31百万円(前年同四半期比21.8％増)となりました 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末の総資産は2,532百万円となり、前事業年度末とほぼ同額となりました。これは、受取

手形及び売掛金が22百万円増加したものの、現金及び預金が51百万円減少するなど流動資産合計が5百万円減少

し、有形固定資産が2百万円、無形固定資産も3百万円減少しましたが、投資その他の資産合計が11百万円増加とな

ったためであります。 

（負債） 

 負債合計は前事業年度末に比べ23百万円増加し601百万円となりました。これは主に、未払法人税が15百万円減

少したものの、賞与引当金が46百万円増加したためであります。 

（純資産） 

 純資産は前事業年度末に比べ23百万円減少し、1,930百万円となりました。これは、利益剰余金の減少でありま

す 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前事業年度末に比べ72百万円

減少し656百万円となりました。 

 当第１四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、24百万円となりました。これは主に、法人税等の支払（51百万円）、売上債権

の増加（22百万円）、退職給付引当金の減少（2百万円）等の減少要因を、税引前四半期純利益（55百万円）、賞

与引当金の増加（46百万円）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、42百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出（30百万

円）、有形固定資産の取得による支出（8百万円）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、55百万円となりました。これは、配当金の支払額（55百万円）によるものであ

ります。 

  

  

    現時点におきましては、平成21年8月14日発表「平成21年6月期決算短信(非連結)」の業績予想からの変更はあり 

     ません。今後の経済情勢および業績の推移により、第2四半期累計期間および通期の見通しについて見直しが必要に

     なった場合には速やかに開示いたします。 

  

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

３．業績予想に関する定性的情報



  

 記載すべき重要な事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 956,012 1,007,601

受取手形及び売掛金 251,934 229,263

仕掛品 4,804 5,083

原材料及び貯蔵品 342 371

その他 76,540 53,802

貸倒引当金 △3,779 △4,356

流動資産合計 1,285,855 1,291,766

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 244,612 242,581

土地 480,792 480,792

その他（純額） 54,251 58,998

有形固定資産合計 779,657 782,372

無形固定資産 43,820 47,446

投資その他の資産   

その他 433,880 421,648

貸倒引当金 △11,031 △10,273

投資その他の資産合計 422,848 411,374

固定資産合計 1,246,326 1,241,193

資産合計 2,532,181 2,532,960

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 60,276 58,275

未払法人税等 44,443 59,904

賞与引当金 69,757 23,430

その他 151,509 158,785

流動負債合計 325,988 300,395

固定負債   

長期未払金 144,966 144,966

退職給付引当金 130,587 133,052

固定負債合計 275,553 278,018

負債合計 601,541 578,414



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 962,025 985,931

自己株式 △14,432 △14,432

株主資本合計 1,930,640 1,954,545

純資産合計 1,930,640 1,954,545

負債純資産合計 2,532,181 2,532,960



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 709,140 720,937

売上原価 273,662 281,866

売上総利益 435,478 439,070

販売費及び一般管理費 388,553 381,094

営業利益 46,925 57,976

営業外収益   

受取利息 1,575 1,814

その他 476 529

営業外収益合計 2,052 2,344

経常利益 48,977 60,321

特別損失   

固定資産除却損 － 4,742

特別損失合計 － 4,742

税引前四半期純利益 48,977 55,578

法人税、住民税及び事業税 52,555 41,868

法人税等調整額 △29,270 △17,590

法人税等合計 23,285 24,277

四半期純利益 25,692 31,301



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 48,977 55,578

減価償却費 11,916 10,123

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,678 181

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,309 46,327

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,630 △2,465

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） 151,246 －

受取利息及び受取配当金 △1,575 △1,814

固定資産除却損 － 4,742

売上債権の増減額（△は増加） △40,356 △22,670

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,298 307

仕入債務の増減額（△は減少） 5,429 2,001

その他 7,016 △17,945

小計 89,384 74,366

利息及び配当金の受取額 1,103 1,589

法人税等の支払額 △13,343 △51,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,145 24,354

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 △25,738 △30,408

有形固定資産の取得による支出 △3,407 △8,599

有形固定資産の売却による収入 － 181

貸付金の回収による収入 90 30

その他 △4,522 △3,340

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,578 △42,136

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △55,753 △55,207

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,753 △55,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,186 △72,989

現金及び現金同等物の期首残高 664,930 729,350

現金及び現金同等物の四半期末残高 652,743 656,360



 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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