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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3月31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3四半期 2,205 0.2 199 3.5 205 3.7 83 △25.7
21年6月期第3四半期 2,200 ― 193 ― 198 ― 112 ―

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3四半期 15.14 ―
21年6月期第3四半期 20.26 ―

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3四半期 2,631 1,982 75.3 359.18
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3四半期  1,982百万円 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 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,950 2.9 214 13.3 217 11.0 86 △23.8 15.68



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3四半期 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3四半期  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3四半期 5,520,720株 21年6月期第3四半期 5,550,386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、４
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３四半期累計期間におけるわが国経済は、一昨年秋に発生した世界的な金融危機による景気の悪化が続くな 

   か、中国を始めとしたアジア新興国の経済成長により輸出や生産分野で改善傾向が見られました。また、政府の経 

     済対策に牽引され、一部で回復傾向が見られました。 

     しかし、個人消費の低迷とともにデフレ傾向が一段と進み、企業収益や雇用情勢は低水準で推移しており、依然

   として厳しい状況が続いています。 

     当社が属するフリーペーパー業界におきましても、景気悪化の影響を受け、広告出稿数の減少や同業者間の価格

   競争の激化が続いており、厳しい経営環境が続いています。  

     このような環境のなか、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、新規創刊は行わず、既存

   隔週発行版の毎週発行化により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官公庁・団体等

   への営業を積極的に推進しました。 

     これらの施策により、タウンニュース事業部門の当第３四半期累計期間の売上高は、小売業、サービス業、建設

   ・不動産業などからの売上が減少したものの、他業種や官公庁・団体等からの受注が拡大したことなどにより、前

  年同期を上回りました。 

     その他事業部門の出版・印刷部の当第３四半期累計期間の売上高は、景気低迷の影響は受けたものの、自費出版

   や行政・団体関連からの受注により、前年同期を上回りました。 

     利益につきましては、売上原価の増加分を販売管理費の削減で吸収することができ、売上高の増加により営業利

  益、経常利益は前年同期を上回りました。四半期純利益につきましては、主に第２四半期に所有不動産の有効利用

   を図るため、事業用不動産を賃貸用不動産としたことにより減損損失31百万円を特別損失に計上したため、前年同

   期を下回りました。 

       以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は2,205百万円(前年同期比0.2％増)、営業利益は199百万円 

   (前年同期比3.5％増)、経常利益は205百万円(前年同期比3.7％増)、四半期純利益は83百万円(前年同期比25.7％減)

   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の総資産は、前事業年度末に比べ99百万円増加し、2,631百万円となりました。 

  これは主に減損損失計上による影響等で有形固定資産合計が41百万円減少したものの、現金及び預金55百万円、

  その他の流動資産が22百万円、無形固定資産が10百万円、投資その他の資産合計が46百万円増加したためであ 

  ります。 

 （負債） 

   当第３四半期会計期間末の負債合計は前事業年度に比べ70百万円増加し、649百万円となりました。 

  これは主に支払手形及び買掛金が11百万円、未払法人税等が３百万円、賞与引当金が41百万円、退職給付引当金

  が11百万円増加したためであります。 

 （純資産） 

   当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ28百万円増加して1,982百万円となりました。 

  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、前年同事業年度末に比べ 

  ８百万円減少し721百万円となりました。 

     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、167百万円となりました。これは主に法人税等の支払額（101百万円）、たな

    卸資産の増加（６百万円）等の減少要因を、税引前四半期純利益（169百万円）、賞与引当金の増加額（41百万 

    円）、減損損失（31百万円）、減価償却費（30百万円）等の増加要因が上回ったことによるものです。 

    （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、120百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出（90百万 

    円）、有形固定資産の取得による支出（14百万円）無形固定資産の取得による支出（5百万円）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



  通期の業績予想につきましては、現時点では平成22年１月29日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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



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22年３月31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 1,062,979 1,007,601

受取手形及び売掛金 228,816 229,263

仕掛品 11,588 5,083

原材料及び貯蔵品 394 371

その他 76,630 53,802

貸倒引当金 △5,488 △4,356

流動資産合計 1,374,920 1,291,766

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 241,106 242,581

土地 449,341 480,792

その他（純額） 50,625 58,998

有形固定資産合計 741,074 782,372

無形固定資産 58,193 47,446

投資その他の資産   

その他 469,184 421,648

貸倒引当金 △11,379 △10,273

投資その他の資産合計 457,804 411,374

固定資産合計 1,257,072 1,241,193

資産合計 2,631,993 2,532,960

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 69,499 58,275

未払法人税等 63,211 59,904

賞与引当金 64,607 23,430

その他 162,209 158,785

流動負債合計 359,529 300,395

固定負債   

長期未払金 144,966 144,966

退職給付引当金 144,580 133,052

固定負債合計 289,546 278,018

負債合計 649,075 578,414



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年３月31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 1,014,303 985,931

自己株式 △14,432 △14,432

株主資本合計 1,982,917 1,954,545

純資産合計 1,982,917 1,954,545

負債純資産合計 2,631,993 2,532,960



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,200,685 2,205,224

売上原価 856,465 860,739

売上総利益 1,344,219 1,344,485

販売費及び一般管理費 1,151,095 1,144,637

営業利益 193,124 199,847

営業外収益   

受取利息 3,597 3,313

その他 2,166 2,478

営業外収益合計 5,764 5,791

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 198,251 205,638

特別損失   

固定資産除却損 252 4,989

投資有価証券評価損 533 －

減損損失 － 31,450

特別損失合計 786 36,439

税引前四半期純利益 197,465 169,198

法人税、住民税及び事業税 122,829 106,863

法人税等調整額 △37,828 △21,243

法人税等合計 85,001 85,619

四半期純利益 112,464 83,579



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 782,855 791,325

売上原価 304,239 295,838

売上総利益 478,616 495,487

販売費及び一般管理費 370,637 376,870

営業利益 107,978 118,616

営業外収益   

受取利息 1,064 470

その他 382 311

営業外収益合計 1,447 782

経常利益 109,426 119,398

特別損失   

固定資産除却損 252 247

投資有価証券評価損 533 －

特別損失合計 786 247

税引前四半期純利益 108,640 119,151

法人税、住民税及び事業税 67,146 66,707

法人税等調整額 △19,518 △17,269

法人税等合計 47,628 49,438

四半期純利益 61,012 69,713



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22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 197,465 169,198

減価償却費 35,964 30,932

減損損失 － 31,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,152 2,238

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,643 41,177

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,300 11,527

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 △3,313

固定資産除却損 252 4,989

売上債権の増減額（△は増加） △25,291 447

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,948 △6,527

仕入債務の増減額（△は減少） 7,030 11,224

その他 1,466 △26,966

小計 292,616 266,379

利息及び配当金の受取額 3,155 3,286

法人税等の支払額 △54,958 △101,943

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,813 167,722

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 △90,536

有形固定資産の取得による支出 △6,032 △14,933

有形固定資産の売却による収入 － 201

無形固定資産の取得による支出 △841 △5,634

貸付けによる支出 － △1,502

貸付金の回収による収入 630 259

その他 △5,608 △8,519

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,733 △120,664

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 △55,207

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,185 △55,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,893 △8,149

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 746,824 721,200



 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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