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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 1,845 △11.7 △111 ― △94 ― △90 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △97百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △84百万円 （―％）

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 △1,639.55 ―

23年3月期第1四半期 △1,545.66 ―

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

24年3月期第1四半期 3,300 512 14.6 8,783.32
23年3月期 3,340 609 17.1 10,412.53

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  482百万円 23年3月期  571百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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) 4,100 △0.5 △90 ― △90 ― △90 ― △1,639.46

通期 8,600 4.3 30 ― 30 ― 20 ― 364.33



(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。 

※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、添付資料
P.2「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 54,896 株 23年3月期 54,896 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 54,896 株 23年3月期1Q 54,896 株
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当第１四半期における日本経済は、東日本大震災による直接的な被害に加え、供給網の寸断や計画停電
の実施等により大きな打撃を受けました。製造業をはじめとする企業の生産活動水準は大幅に低下し、先
行きへの警戒や自粛ムードから消費マインドが落ち込みました。６月以降、生産活動は早急な回復の傾向
にあるものの、不安定な世界経済や政局の混乱から、先行きの不透明な状況は続いております。 
 こうした経営環境のなか、当グループでは、主たる事業である情報誌関連の収益回復と、被災した子会
社(株)仙台ぱどの迅速な事業体制立て直しに注力いたしました。 
 情報誌関連事業においては、今年１月に行った家庭配布の「ぱど」のリニューアルを推進し、よりター
ゲットを絞った誌面作りや配布の見直しにより、反響アップと読者・顧客の拡大につとめました。 
(株)仙台ぱどにおいては、人員の３分の１を首都圏に異動させ損益分岐点を下げるとともに、首都圏の戦
力補強としました。その結果、(株)仙台ぱどにおいては、６月単月の黒字回復を実現いたしました。 
このような事業展開を行ってまいりましたが、広告需要の急激な影響を埋め合わせるまでには至らず、

当第１四半期連結累計期間における連結の売上高は、1,845,140千円（対前年同期比11.7％減）となりま
した。利益面につきましては、営業損失111,299千円（前年同期は22,612千円の損失）、経常損失94,914
千円（前年同期は20,495千円の損失）、四半期純損失90,004千円（前年同期は84,850千円の損失）となり
ました。 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度と比べて、0.9％減少し、2,445,887千円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が55,595千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、2.0％減少し、854,950千円となりました。これは、主としてソ
フトウェアが8,547千円、破産更生債権等が16,799千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1.2％減少し、3,300,837千円となりました。 

  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度と比べて、0.1％増加し、2,440,118千円となりました。これは、主として

短期借入金が148,000千円増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度と比べて、18.7％増加し、348,480千円となりました。これは、主として
長期借入金が60,527千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2.1％増加し、2,788,599千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度と比べて、16.0％減少し、512,238千円となりました。これは、主とし

て、利益剰余金が90,004千円減少したことなどによります。 

  

平成23年５月13日付の決算短信で公表いたしました、平成24年3月期の業績予想から数値の変更はござ
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。   
   

１．当四半期決算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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（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 1,069,115 1,081,014

受取手形及び売掛金 879,680 824,084

有価証券 418,504 418,548

仕掛品 13,182 13,547

原材料及び貯蔵品 5,209 3,287

その他 105,355 125,690

貸倒引当金 △22,876 △20,284

流動資産合計 2,468,171 2,445,887

固定資産

有形固定資産 219,469 207,014

無形固定資産 251,432 242,806

投資その他の資産 401,704 405,128

固定資産合計 872,606 854,950

資産合計 3,340,777 3,300,837

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,276,047 1,165,011

短期借入金 442,000 590,000

1年内返済予定の長期借入金 224,643 236,447

未払法人税等 5,803 5,184

その他 488,820 443,475

流動負債合計 2,437,314 2,440,118

固定負債

長期借入金 244,048 304,575

資産除去債務 38,419 38,608

その他 11,220 5,296

固定負債合計 293,688 348,480

負債合計 2,731,003 2,788,599
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(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)

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 △265,394 △355,399

株主資本合計 572,174 482,169

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △568 △168

その他の包括利益累計額合計 △568 △168

少数株主持分 38,168 30,237

純資産合計 609,774 512,238

負債純資産合計 3,340,777 3,300,837
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（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 2,089,035 1,845,140

売上原価 1,176,264 1,078,920

売上総利益 912,770 766,219

販売費及び一般管理費 935,383 877,519

営業損失（△） △22,612 △111,299

営業外収益

受取利息 64 54

受取配当金 42 52

持分法による投資利益 4,485 4,460

受取手数料 211 210

違約金収入 1,415 844

貸倒引当金戻入額 － 17,824

その他 773 364

営業外収益合計 6,993 23,811

営業外費用

支払利息 3,911 3,874

解約手数料 － 3,397

その他 965 154

営業外費用合計 4,876 7,426

経常損失（△） △20,495 △94,914

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（△） △77,790 △94,914

法人税、住民税及び事業税 4,507 3,014

法人税等調整額 1,472 5

法人税等合計 5,979 3,020

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △83,770 △97,935

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,080 △7,930

四半期純損失（△） △84,850 △90,004
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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損失（△） △83,770 △97,935

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △396 400

その他の包括利益合計 △396 400

四半期包括利益 △84,166 △97,535

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,246 △89,604

少数株主に係る四半期包括利益 1,080 △7,930
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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