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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 4,122 △3.3 △49 ― △45 ― △115 ―

22年3月期第2四半期 4,262 △9.0 △63 ― △52 ― △75 ―

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

23年3月期第2四半期 △2,097.22 ―

22年3月期第2四半期 △1,369.35 ―

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2四半期 3,361 758 21.5 13,189.00
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2四半期  724百万円 22年3月期  839百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 9,300 6.4 160 42.8 160 28.2 40 △58.0 728.65



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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方法において、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。 

※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】P4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 54,896株 22年3月期  54,896株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 54,896株 22年3月期2Q 54,896株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、

動画、主なＱ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月５日（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

※ 上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家向けの皆様向けに適宜、事業・業績に関する

説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

○添付資料の目次
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 当第２四半期における日本経済は、好調な輸出による企業収益の緩やかな回復を受けて、設備投資は

持ち直しに転じつつあり、雇用・所得環境において若干の改善が見られました。しかし不安定な海外経

済と円高市況による企業マインドへの影響を受け、改善ペースが鈍化するなかで推移いたしました。 

 今期において当社は、共通ポイント「ぱどポ」のサービスエリア拡大と、新たにスタートした二つの

Webサイトの展開に注力してまいりました。 

 まず、７月には「ぱどポ」のエリア拡大を行い、既に展開している横浜市全域、埼玉県一部、大阪府

泉州地域に加え、新たに東京23区、東京都下、川崎市、相模原市、埼玉県東部、千葉県北部、仙台市、

浜松市、福岡市でのサービスを開始しました。 

 ８月には、クーポン共同購入サイト「CooPa(クーパ)」を東京エリアにてオープンし、９月末にはさ

いたま、仙台、福岡エリアへも拡大しました。 

 また、９月には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」において、５月の横

浜・横須賀版に続き、千葉・東京臨海版と福岡版をオープンしました。 

 いずれの事業においても、既存のぱどメディアとの併用によるシナジーを企図した提案により、取引

額の拡大につとめました。 

 また、会員数の拡大が急務であるとの認識のもと、誌面やWebでの告知だけでなく、地域でのイベン

トによる会員募集に重点を置いて取り組みました。 

 このような事業展開を行いましたが、顧客の広告予算縮小による単価の減少が続き、当第２四半期連

結会計期間における売上高は、2,033,204千円（対前年同期比6.1％減）となりました。 

利益面におきましては、営業損失26,539千円（前年同期は営業利益35,719千円）、経常損失24,544千円

（前年同期は経常利益42,219千円）、四半期純損失30,278千円（前年同期は四半期純利益33,687千円）

となりました。  

 これにより、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高4,122,239千円（対前年同期比

3.3％減）、営業損失49,152千円（前年同期は営業損失63,166千円）、経常損失45,040千円（前年同期

は経常損失52,929千円）、四半期純損失115,128千円（前年同期は四半期純損失75,171千円）となりま

した。  

  

(資産) 

  流動資産は、前連結会計年度と比べて、9.0％減少し、2,650,523千円となりました。これは、主とし

て現金及び預金が250,006千円、受取手形及び売掛金が194,798千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、5.2％減少し、710,832千円となりました。これは、主として

ソフトウェアが34,215千円、敷金及び保証金が12,251千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8.2％減少し、3,361,355千円となりました。 

  

(負債) 

  流動負債は、前連結会計年度と比べて、8.3％減少し、2,331,942千円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が265,039千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、9.6％増加し、271,061千円となりました。これは、主として

資産除去債務が38,046千円増加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6.7％減少し、2,603,004千円となりました。 

  

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度と比べて、13.2％減少し、758,351千円となりました。これは、主とし

て、利益剰余金が115,128千円減少したことなどによります。 

  

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
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 当第２四半期連結累計期間の業績は、平成22年７月29日に発表の「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」で公表いたしました数値と変更はございません。 

 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。  

  

(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２四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２四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ないと認められるので、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・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

  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、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ1,289千円増加しており、税

金等調整前四半期純損失は10,995千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39,346千円であります。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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２四半期

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。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

表示しておりました「敷金及び保証金の回収による収入」は重要性が増加したため、当第２四半期連結

累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「投資活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「敷金及び保証金の回収による収入」は10,624千円でありま

す。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,252,659 1,502,666

受取手形及び売掛金 873,793 1,068,592

有価証券 418,295 218,188

仕掛品 13,357 12,674

原材料及び貯蔵品 3,261 2,444

その他 112,798 136,025

貸倒引当金 △23,643 △27,947

流動資産合計 2,650,523 2,912,642

固定資産   

有形固定資産 76,807 52,534

無形固定資産 240,349 274,809

投資その他の資産 393,675 422,866

固定資産合計 710,832 750,210

資産合計 3,361,355 3,662,853

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,253,428 1,518,467

短期借入金 442,000 420,000

1年内返済予定の長期借入金 163,596 129,996

未払法人税等 19,001 42,402

資産除去債務 1,300 －

その他 452,615 430,887

流動負債合計 2,331,942 2,541,753

固定負債   

長期借入金 210,843 209,441

資産除去債務 38,046 －

その他 22,172 37,776

固定負債合計 271,061 247,217

負債合計 2,603,004 2,788,970
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 △113,381 1,747

株主資本合計 724,187 839,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △164 96

評価・換算差額等合計 △164 96

少数株主持分 34,328 34,470

純資産合計 758,351 873,882

負債純資産合計 3,361,355 3,662,853
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,262,510 4,122,239

売上原価 2,443,477 2,305,096

売上総利益 1,819,033 1,817,143

販売費及び一般管理費 1,882,200 1,866,296

営業損失（△） △63,166 △49,152

営業外収益   

受取利息 281 190

受取配当金 52 42

持分法による投資利益 10,052 8,870

受取手数料 472 446

違約金収入 1,207 1,415

その他 1,625 4,680

営業外収益合計 13,691 15,646

営業外費用   

支払利息 3,454 7,578

その他 － 3,955

営業外費用合計 3,454 11,534

経常損失（△） △52,929 △45,040

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 － 47,258

固定資産除却損 148 14

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 148 56,978

税金等調整前四半期純損失（△） △51,754 △102,018

法人税、住民税及び事業税 7,714 13,565

法人税等調整額 13,400 △313

法人税等合計 21,114 13,252

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △115,270

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,303 △142

四半期純損失（△） △75,171 △115,128
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,164,929 2,033,204

売上原価 1,217,543 1,128,831

売上総利益 947,385 904,372

販売費及び一般管理費 911,666 930,912

営業利益 35,719 △26,539

営業外収益   

受取利息 156 126

持分法による投資利益 6,645 4,384

受取手数料 242 235

違約金収入 427 2,784

その他 674 1,123

営業外収益合計 8,146 8,653

営業外費用   

支払利息 1,645 3,666

その他 － 2,990

営業外費用合計 1,645 6,657

経常利益 42,219 △24,544

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 330

特別利益合計 － 330

特別損失   

固定資産除却損 148 14

特別損失合計 148 14

税金等調整前四半期純利益 42,071 △24,228

法人税、住民税及び事業税 5,958 9,058

法人税等調整額 32 △1,785

法人税等合計 5,990 7,272

少数株主損益調整前四半期純利益 － △31,500

少数株主利益 2,393 △1,222

四半期純利益 33,687 △30,278
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △51,754 △102,018

減価償却費及びその他の償却費 39,353 49,402

のれん償却額 338 37

持分法による投資損益（△は益） △10,052 △8,870

投資有価証券売却損益（△は益） △1,323 －

固定資産売却損益（△は益） 148 －

固定資産除却損 － 14

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） 11,076 50,862

受取利息及び受取配当金 △333 △232

支払利息 3,454 7,578

売上債権の増減額（△は増加） 60,181 193,138

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,242 △1,499

仕入債務の増減額（△は減少） △168,429 △265,039

未払費用の増減額（△は減少） 8,866 11,876

その他の流動資産の増減額（△は増加） 25,788 6,150

未払消費税等の増減額（△は減少） △887 5,844

その他の固定資産の増減額（△は増加） △15,820 △8,498

その他の流動負債の増減額（△は減少） △22,737 3,314

小計 △118,887 △48,236

利息及び配当金の受取額 333 232

利息の支払額 △3,879 △7,633

法人税等の支払額 △8,581 △42,316

法人税等の還付額 9,346 1,750

営業活動によるキャッシュ・フロー △121,669 △96,204

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 △3,000 △3,000

有価証券の取得による支出 △179 △99

有形固定資産の取得による支出 △3,332 △1,563

無形固定資産の取得による支出 △48,638 △6,482

投資有価証券の売却による収入 2,323 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 14,676

その他 △622 △2,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,448 1,105
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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） 20,000 22,000

長期借入れによる収入 50,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △12,565 △64,998

リース債務の返済による支出 △4,949 △4,615

その他 △2,303 △10,285

財務活動によるキャッシュ・フロー 50,182 42,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124,935 △52,997

現金及び現金同等物の期首残高 1,057,862 1,481,592

現金及び現金同等物の四半期末残高 932,927 1,428,594
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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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