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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,793 22.0 40 ― 86 ― 53 ―
21年3月期第2四半期 3,110 ― △194 ― △149 ― △99 ―

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2四半期 9.14 8.93
21年3月期第2四半期 △15.52 ―

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2四半期 6,247 3,233 51.8 584.56
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2四半期  3,233百万円 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
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3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,700 5.5 300 38.2 350 14.2 105 1.6 17.98
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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  
（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、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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,838,865株 21年3月期第2四半期 6,385,705株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況による企業収益の大幅な後退から、設備投資が減

少し、失業率が過去最高水準になるなど、厳しい状況で推移いたしました。地方経済におきましても、企業による生

産調整の影響を受け、厳しい雇用、所得環境が続くなか、引き続き弱い地合いが続いております。 

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、中長期ビジョン「サイネックス２.０」に則り、官

民協働事業である地域行政情報誌『わが街事典』の発行地区拡大に注力するとともに、プロモーション支援型サービ

スやソリューション提案型サービスの提供を通じて、中小事業者の活性化支援をおこないました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が対前年同期比22.0％増の37億93百万円、また、利益面に

おきましては、『わが街事典』につき、発行地区が拡大するに従い、原価低減のノウハウを蓄積するとともに、内製

化にも積極的に取り組んだ結果、売上総利益が増加し、営業利益が40百万円（前年同期は１億94百万円の損失）、経

常利益が86百万円（前年同期は１億49百万円の損失）、四半期純利益が53百万円（前年同期は99百万円の損失）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】  

プリントメディア事業におきましては、地域行政情報誌『わが街事典』の発行地区拡大を積極的に進め、埼玉県桶

川市や兵庫県豊岡市など42の市や町と共同で発行いたしました。また、50音別電話帳『テレパル５０』につきまして

は、インターネット広告とのメディアミックス展開をおこなうとともに、行政情報を付加した媒体の発行にも本格的

に取り組み、地域の利用者の利便をはかるとともに、中小事業者のプロモーション支援を積極的に進めた結果、売上

高は対前年同期比22.3％増の27億63百万円となりました。 

【ＩＴメディア事業】  

ＩＴメディア事業におきましては、地域情報ポータルサイト『ＣｉｔｙＤＯ！』のインターネット広告は、クライ

アントのウェブサイトに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』などのプロパティ系広告の販売も引き続きおこないました。また、前期より販

売を開始したオーバーチュア株式会社の『スポンサードサーチ®』も検索連動型広告の需要増を受け、好調に推移い

たしました。一方、連結子会社株式会社サイネックス・ネットワークが運営する旅行商品販売サイト『トラベルサー

チ』において、旅行商品の販売が順調に推移した結果、売上高は対前年同期比32.0％増の９億25百万円となりまし

た。 

【その他の事業】  

その他の事業におきましては、連結子会社株式会社サイネックス・ファイナンシャル・プラニングおよび株式会

社ＦＰエージェントにおける保険販売による手数料収入は、積極的な拡販に努めたものの、第１四半期連結会計期間

においてフロンティア・パートナーズ株式会社が連結対象外となったこともあり、対前期比30.1％減の１億４百万円

となりました。  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、62億47百万円となり、前連結会計年度末と比較して44百万円の減

少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少額１億40百万円によるものであります。 

なお、純資産は32億33万円となり、自己資本比率は、第１四半期連結会計期間において自己株式の取得をおこなっ

たこともあり、2.6ポイント低下し51.8%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11億61百万円となり、前連結会計年度末と比較

して72百万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３億53百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少額１億

40百万円、税金等調整前四半期純利益98百万円、前受金の増加額91百万円、減価償却費84百万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１億50百万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２億98百万円、保険積立金の拠出による支出50百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、定期預金の払

戻による収入２億34百万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２億76百万円の支出となりました。要因は、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47百万円、配当金の支払額30百万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
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平成21年10月27日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において発表しております連結業績予想に変更はありま

せん。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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。

  

  

 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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,756,100 1,765,032

受取手形及び売掛金 305,067 445,715

有価証券 99,650 97,620

商品及び製品 187,206 186,214

仕掛品 98,126 91,285

原材料及び貯蔵品 15,999 16,319

その他 176,322 145,163

貸倒引当金 △44,633 △59,427

流動資産合計 2,593,840 2,687,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 513,174 523,909

機械装置及び運搬具（純額） 166,775 186,478

土地 770,184 770,184

リース資産（純額） 106,486 69,369

その他（純額） 28,249 29,275

有形固定資産合計 1,584,869 1,579,216

無形固定資産   

その他 180,256 164,943

無形固定資産合計 180,256 164,943

投資その他の資産   

投資有価証券 570,074 605,446

その他 1,321,246 1,257,551

貸倒引当金 △3,185 △3,191

投資その他の資産合計 1,888,134 1,859,806

固定資産合計 3,653,261 3,603,967

資産合計 6,247,102 6,291,890

‐ 5 ‐

株式会社サイネックス （2376） 平成22年３月期  第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 223,884 232,853

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 69,952 108,316

賞与引当金 135,052 68,532

前受金 826,540 735,502

その他 276,417 236,879

流動負債合計 1,881,846 1,732,084

固定負債   

退職給付引当金 1,040,478 1,036,546

役員退職慰労引当金 52,421 59,912

その他 39,072 39,659

固定負債合計 1,131,971 1,136,118

負債合計 3,013,817 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 2,240,204 2,217,782

自己株式 △277,224 △79,444

株主資本合計 3,265,075 3,440,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,791 △18,461

評価・換算差額等合計 △31,791 △18,461

少数株主持分 － 1,715

純資産合計 3,233,284 3,423,687

負債純資産合計 6,247,102 6,291,890
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,110,370 3,793,366

売上原価 1,060,078 1,359,203

売上総利益 2,050,292 2,434,163

販売費及び一般管理費 2,245,244 2,393,541

営業利益又は営業損失（△） △194,951 40,621

営業外収益   

受取利息 8,643 4,646

受取家賃 15,129 15,143

受取保険料 － 17,660

補助金収入 15,500 21,434

複合金融商品評価益 5,140 －

その他 10,108 6,264

営業外収益合計 54,522 65,150

営業外費用   

支払利息 3,960 2,594

投資事業組合運用損 3,123 152

複合金融商品評価損 － 9,560

為替差損 － 3,917

その他 1,588 2,635

営業外費用合計 8,672 18,859

経常利益又は経常損失（△） △149,101 86,912

特別利益   

固定資産売却益 36 －

貸倒引当金戻入額 130 9,788

関係会社株式売却益 － 1,106

償却債権取立益 － 1,296

特別利益合計 167 12,190

特別損失   

固定資産除却損 2,139 375

投資有価証券評価損 179 473

特別損失合計 2,319 849

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（△）

△151,253 98,254

法人税、住民税及び事業税 21,769 62,153

法人税等調整額 △73,888 △18,797

法人税等合計 △52,118 43,355

少数株主利益 － 1,547

四半期純利益又は四半期純損失（△） △99,134 53,352
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,627,540 2,041,756

売上原価 513,953 766,535

売上総利益 1,113,587 1,275,221

販売費及び一般管理費 1,142,555 1,164,814

営業利益又は営業損失（△） △28,968 110,406

営業外収益   

受取利息 3,698 2,392

受取家賃 6,463 6,335

受取保険料 － 17,660

補助金収入 9,900 12,800

その他 7,481 2,196

営業外収益合計 27,543 41,384

営業外費用   

支払利息 1,591 1,327

投資事業組合運用損 3,123 152

複合金融商品評価損 780 6,110

為替差損 － 2,943

その他 426 616

営業外費用合計 5,921 11,149

経常利益又は経常損失（△） △7,346 140,641

特別利益   

貸倒引当金戻入額 35 2,908

償却債権取立益 － 1,296

特別利益合計 35 4,204

特別損失   

固定資産除却損 277 375

投資有価証券評価損 － 22

特別損失合計 277 398

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（△）

△7,588 144,447

法人税、住民税及び事業税 10,921 58,575

法人税等調整額 △6,812 1,527

法人税等合計 4,109 60,102

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,697 84,345
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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（△）

△151,253 98,254

減価償却費 78,889 84,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,352 △14,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,237 3,931

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,677 △7,491

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,903 66,520

受取利息及び受取配当金 △11,327 △5,375

支払利息 3,960 2,594

受取保険金 － △17,660

売上債権の増減額（△は増加） 55,953 140,648

たな卸資産の増減額（△は増加） 265 △7,513

仕入債務の増減額（△は減少） △177,417 △8,969

前受金の増減額（△は減少） 192,401 91,037

その他 △46,813 8,043

小計 △8,645 433,291

利息及び配当金の受取額 9,686 3,838

保険金の受取額 － 17,660

利息の支払額 △5,825 △1,895

法人税等の還付額 4,004 54

法人税等の支払額 △173,201 △99,409

営業活動によるキャッシュ・フロー △173,982 353,540

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 △208,000 △298,000

定期預金の払戻による収入 309,000 234,000

有形固定資産の取得による支出 △905 △9,000

無形固定資産の取得による支出 △33,028 △33,601

保険積立金の積立による支出 △2,452 △50,753

保険積立金の払戻による収入 － 12,465

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

その他 3,028 △2,862

投資活動によるキャッシュ・フロー 67,641 △150,387

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 △23,906 △197,779

配当金の支払額 △32,124 △30,981

リース債務の返済による支出 － △47,323

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,031 △276,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △162,371 △72,931

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 812,093 1,161,100
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、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、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２四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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