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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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
(△損失)

経常利益
(△損失)

四半期純利益
(△純損失)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 2,089 △0.4 △22 ― △20 ― △84 ―

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

１株当たり 
四半期純利益 
(△純損失)

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年３月期第１四半期 △1,545 .66 ―

22年３月期第１四半期 △1,983 .01 ―

 (2) 連結財政状態

 
  
 

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

23年３月期第１四半期 3,317 789 22.7 13,738 .07

22年３月期 3,662 873 22.9 15,290 .95

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 754百万円 22年３月期 839百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 0 .00 ─ 0 .00 0 .00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 0 .00 ─ 0 .00 0 .00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 4,400 3.2 20 ─ 20 ─ △40 46.8 △728 .65

通期 9,300 6.4 160 42.8 160 28.2 40 △58.0 728 .65



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・本資料に記載されている上記の予想は、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。業績予想の前提となる条件及

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、四半期決算短信（添付資料）2ページ「業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 54,896株 22年３月期 54,896株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ ― 株 22年３月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 54,896株 22年３月期１Ｑ 54,896株

(注意事項)
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当第１四半期における日本経済は、新興国経済の好調を追い風に、自動車や電機、生産用機械メーカー
などの輸出や生産、設備投資に復調が感じられるものの、自律的な回復力はなお弱く、また、欧州を中心
とする金融不安や米中経済の減速、円高などの不安材料を抱え、先行きの見通しは難しい状況で推移しま
した。雇用・所得環境に厳しさが残る中、個人消費においては各種対策に刺激され、耐久消費財を中心に
多少の持ち直しが見られるものの、レジャーや教育費などは、引き続き縮小の傾向が続いております。 
 このような経営環境の中、当社は、創業以来の紙媒体を軸とするビジネスモデルから、クロスメディア
及びケータイメール、ポイントサービスなどの販促ツールで総合的な営業支援を行う事業モデルへの転換
を進めてまいりました。 
 4月には、「経営戦略室」と「管理本部」を統合し、新たに「経営統括本部」とし、「事業本部」と
「FC推進本部」を統合し、新たに「事業統括本部」とする二統括本部制を敷き、既存事業の強化およびIT
事業の拡大にあたって、迅速かつ柔軟な運営の実現を図りました。 
メディア事業の新たな動きとしましては、５月に、これまでフランチャイズが運営する関西地域を中心に
展開していた子育てママの会員制地域コミュニティサイト「まみたん.net」の横浜・横須賀版を、関東及
び直営エリアで初めてオープンしました。また、「ぱどポイントサービス(ぱどポ)」の従来の展開地域、
横浜市全域、埼玉県一部、大阪府泉州地域に加え、7月にサービスインする東京23区、東京都下、川崎
市、町田市、相模原市、埼玉県東部、千葉県北部、仙台市、浜松市、福岡県での加盟店の募集と、継続的
な会員の募集を進めてまいりました。 
  このような事業展開を行いましたが、広告予算の縮小による客単価の落ち込みが響き、また年度初めの
人件費増を補うに及ばず、当第１四半期における連結の売上高は、2,089,035千円（対前年同期比0.4％
減）となりました。利益面につきましては、営業損失22,612千円（前年同期は98,886千円の損失）、経常
損失20,495千円（前年同期は95,149千円の損失）、四半期純損失84,850千円（前年同期は108,859千円の
損失）となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度と比べて、10.8％減少し、2,597,119千円となりました。これは、主とし

て現金及び預金が154,114千円、受取手形及び売掛金が162,893千円減少したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度と比べて、4.0％減少し、720,220千円となりました。これは、主としてソ
フトウェアが18,256千円、敷金及び保証金が13,254千円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度と比べて9.4％減少し、3,317,340千円となりました。 

  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度と比べて、10.1％減少し、2,285,757千円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が281,348千円減少したことなどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度と比べて、2.2％減少し、241,866千円となりました。これは、主として長
期借入金が32,499千円減少したことなどによります。 
 この結果、総負債は、前連結会計年度と比べて9.4％減少し、2,527,624千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度と比べて、9.6％減少し、789,716千円となりました。これは、主とし

て、利益剰余金が84,850千円減少したことなどによります。 

  

平成22年５月12日付の決算短信で公表いたしました平成23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22年７月29日付）公表しております「特別損失の発生及び業績予想（連結・
個別）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。   
   
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、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、簿価切り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。 

  ④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ
ックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用しております。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20
年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しております。 
これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ644千円増加しており、税金等調整前四半期純損失は

10,350千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は36,237千
円であります。 

  

②表示方法の変更 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20
年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５
号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表
示しております。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,348,551 1,502,666

受取手形及び売掛金 905,698 1,068,592

有価証券 218,239 218,188

仕掛品 13,418 12,674

原材料及び貯蔵品 2,271 2,444

その他 130,947 136,025

貸倒引当金 △22,007 △27,947

流動資産合計 2,597,119 2,912,642

固定資産   

有形固定資産 75,516 52,534

無形固定資産 256,393 274,809

投資その他の資産 388,311 422,866

固定資産合計 720,220 750,210

資産合計 3,317,340 3,662,853

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,237,119 1,518,467

短期借入金 470,000 420,000

1年内返済予定の長期借入金 129,996 129,996

未払法人税等 7,209 42,402

資産除去債務 1,300 －

その他 440,132 430,887

流動負債合計 2,285,757 2,541,753

固定負債   

長期借入金 176,942 209,441

資産除去債務 34,937 －

その他 29,987 37,776

固定負債合計 241,866 247,217

負債合計 2,527,624 2,788,970
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

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 △83,103 1,747

株主資本合計 754,465 839,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △300 96

評価・換算差額等合計 △300 96

少数株主持分 35,550 34,470

純資産合計 789,716 873,882

負債純資産合計 3,317,340 3,662,853
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,097,581 2,089,035

売上原価 1,225,933 1,176,264

売上総利益 871,647 912,770

販売費及び一般管理費 970,533 935,383

営業利益 △98,886 △22,612

営業外収益   

受取利息 124 64

受取配当金 52 42

持分法による投資利益 3,406 4,485

受取手数料 229 211

違約金収入 780 1,415

その他 951 773

営業外収益合計 5,545 6,993

営業外費用   

支払利息 1,808 3,911

その他 － 965

営業外費用合計 1,808 4,876

経常損失（△） △95,149 △20,495

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   

貸倒引当金繰入額 － 47,588

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,705

特別損失合計 － 57,294

税金等調整前四半期純損失（△） △93,826 △77,790

法人税、住民税及び事業税 1,755 4,507

法人税等調整額 13,367 1,472

法人税等合計 15,123 5,979

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △83,770

少数株主利益又は少数株主損失（△） △89 1,080

四半期純損失（△） △108,859 △84,850
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △93,826 △77,790

減価償却費及びその他の償却費 19,291 24,807

のれん償却額 169 18

持分法による投資損益（△は益） △3,406 △4,485

投資有価証券売却損益（△は益） △1,323 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,705

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,389 48,628

受取利息及び受取配当金 △176 △106

支払利息 1,808 3,911

売上債権の増減額（△は増加） 118,356 170,991

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,161 △571

仕入債務の増減額（△は減少） △129,254 △281,348

未払費用の増減額（△は減少） △50,625 △47,937

その他の流動資産の増減額（△は増加） △914 △13,042

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,158 13,112

その他の固定資産の増減額（△は増加） △8,835 △6,588

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,825 36,472

小計 △148,852 △124,222

利息及び配当金の受取額 176 106

利息の支払額 △1,860 △3,935

法人税等の支払額 △8,549 △42,291

営業活動によるキャッシュ・フロー △159,085 △170,343

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 △2,100 △1,500

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 △98 △51

有形固定資産の取得による支出 △2,625 △713

無形固定資産の取得による支出 △28,392 △6,320

投資有価証券の売却による収入 2,323 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,401

敷金及び保証金の回収による収入 － 14,656

その他 1,554 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,937 4,670
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(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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） 30,000 50,000

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 △5,866 △32,499

リース債務の返済による支出 △2,694 △2,300

その他 － △5,142

財務活動によるキャッシュ・フロー 71,439 10,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,583 △155,614

現金及び現金同等物の期首残高 1,055,462 1,481,592

現金及び現金同等物の四半期末残高 940,879 1,325,977

㈱ぱど(4833) 平成23年３月期 第１四半期決算短信

－8－



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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