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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 2,359 18.9 272 212.5 277 176.3 173 174.5
23年3月期第1四半期 1,983 13.3 87 ― 100 ― 63 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 171百万円 （163.7％） 23年3月期第1四半期 64百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 31.35 29.57
23年3月期第1四半期 11.42 11.06

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,031 3,703 52.7
23年3月期 6,789 3,560 52.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,703百万円 23年3月期  3,560百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 4,180 1.6 210 △17.3 220 △17.9 110 △16.6 19.89
通期 8,250 △1.8 415 △23.1 440 △22.6 215 △13.5 38.87



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書の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
基づく四半期報告書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、当社グループ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。ご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.2「1.当四半期決算に関する定
性的情報 （3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,470,660 株 23年3月期 6,470,660 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 939,578 株 23年3月期 939,578 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,531,082 株 23年3月期1Q 5,531,097 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災による甚

大な被害や、原子力発電所の事故による電力供給懸念が、企業の生産活動に著しい影響を与えて推移いたしまし

た。また、雇用情勢も厳しく、個人消費も弱い動きが続いております。さらに、地方経済はこれまでも疲弊してい

たところ、特に被災した東北の太平洋側、北関東を中心に、景況感は急速に悪化しております。 

このような経営環境において当社グループは、新しい公共を担う「社会貢献型企業」を目指して、地域行政情報

誌『わが街事典』の発行により、官民協働で地域再生の支援をおこないました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が対前年同期比18.9％増の23億59百万円、営業利益が対

前年同期比212.5％増の２億72百万円、経常利益が対前年同期比176.3％増の２億77百万円、四半期純利益が対前年

同期比174.5％増の１億73百万円となりました。 

セグメント別の状況は次のとおりであります。 

①メディア事業 

当社および連結子会社株式会社サイネックス・ネットワークにおけるメディア事業の売上高は、対前年同期比

18.8％増の23億19百万円となりました。メディア事業を構成するプリントメディア事業とＩＴメディア事業の状況

は次のとおりであります。  

イ．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、当第１四半期連結累計期間において、地域行政情報誌『わが街事典』

を、千葉県千葉市や和歌山県和歌山市と新たに発行するとともに、茨城県水戸市と第４版目を、岩手県盛岡市、岡

山県津山市と２版目を発行するなど、37の市や町と共同発行いたしました。50音別電話帳『テレパル５０』につき

ましては、引き続き行政情報を付加した電話帳の発行を進めました。これらの結果、売上高は、対前年同期比

16.9％増の18億19百万円となりました。 

ロ．ＩＴメディア事業 

ＩＴメディア事業におきましては、ヤフー株式会社との販売提携による『スポンサードサーチ®』を積極的に販

売するとともに、『Yahoo!ヘルスケア』や『Yahoo!ロコ』などのプロパティ系広告にも積極的に取り組みました。

また連結子会社である株式会社サイネックス・ネットワークの『トラベルサーチ』や『楽たび』等旅行業サイトに

おける旅行商品の販売も順調に推移いたしました。これらの結果、売上高は、対前年同期比26.5％増の５億円とな

りました。なお、平成23年７月より『わが街事典』電子書籍版のサービスを開始いたしました。  

②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、積極的な販売に努めた結果、対前年同期比25.6％増の

39百万円となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、70億31百万円となり、前連結会計年度末比２億41百万円の増加

となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加額２億10百万円によるものであります。 

なお、純資産は37億３百万円となり、自己資本比率は当四半期において0.2ポイント上昇し52.7％となりまし

た。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績は、当初予想どおり推移しており、現時点において平成23年５月13日に公表い

たしました業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,096,913 2,307,457

受取手形及び売掛金 401,430 521,135

商品及び製品 128,994 110,798

仕掛品 102,201 90,099

原材料及び貯蔵品 12,781 12,949

その他 174,000 132,150

貸倒引当金 △50,329 △48,988

流動資産合計 2,865,992 3,125,601

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 453,398 480,160

機械装置及び運搬具（純額） 346,238 325,510

土地 721,609 721,609

リース資産（純額） 107,631 108,531

その他（純額） 22,323 36,692

有形固定資産合計 1,651,201 1,672,506

無形固定資産   

その他 199,591 186,831

無形固定資産合計 199,591 186,831

投資その他の資産   

投資有価証券 715,593 711,168

その他 1,360,757 1,338,133

貸倒引当金 △3,185 △3,185

投資その他の資産合計 2,073,164 2,046,115

固定資産合計 3,923,957 3,905,453

資産合計 6,789,950 7,031,054



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 220,035 214,148

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 83,760 73,423

前受金 860,718 1,028,962

賞与引当金 152,109 69,496

災害損失引当金 11,600 4,906

その他 378,417 465,513

流動負債合計 2,056,641 2,206,449

固定負債   

退職給付引当金 1,066,636 972,127

役員退職慰労引当金 61,114 62,890

その他 45,480 85,914

固定負債合計 1,173,230 1,120,932

負債合計 3,229,872 3,327,381

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 2,559,200 2,704,961

自己株式 △277,229 △277,229

株主資本合計 3,584,066 3,729,827

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △23,989 △26,154

その他の包括利益累計額合計 △23,989 △26,154

純資産合計 3,560,077 3,703,672

負債純資産合計 6,789,950 7,031,054



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,983,907 2,359,513

売上原価 626,130 829,270

売上総利益 1,357,777 1,530,243

販売費及び一般管理費 1,270,625 1,257,915

営業利益 87,152 272,328

営業外収益   

受取利息 1,977 1,856

受取家賃 9,022 8,761

補助金収入 4,952 4,307

複合金融商品評価益 2,460 －

その他 2,925 3,665

営業外収益合計 21,338 18,591

営業外費用   

支払利息 1,344 1,346

複合金融商品評価損 － 1,780

為替差損 6,249 8,837

その他 432 1,362

営業外費用合計 8,026 13,326

経常利益 100,463 277,592

特別利益   

固定資産売却益 8,806 －

貸倒引当金戻入額 189 －

災害損失引当金戻入額 － 5,511

確定拠出年金移行差益 － 13,651

特別利益合計 8,996 19,163

特別損失   

固定資産除却損 1,080 770

投資有価証券償還損 － 2,367

特別損失合計 1,080 3,138

税金等調整前四半期純利益 108,379 293,618

法人税、住民税及び事業税 35,289 69,656

法人税等調整額 9,909 50,546

法人税等合計 45,199 120,202

少数株主損益調整前四半期純利益 63,179 173,415

四半期純利益 63,179 173,415



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 63,179 173,415

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,763 △2,164

その他の包括利益合計 1,763 △2,164

四半期包括利益 64,943 171,250

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 64,943 171,250



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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