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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 1,966 △5.6 △35 ― △33 ― △55 ―
23年3月期第1四半期 2,083 △7.2 45 ― 44 ― 2 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △14百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 3百万円 （―％）

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 △15.05 ―
23年3月期第1四半期 0.70 ―

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 4,702 970 20.6
23年3月期 4,694 1,095 23.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  970百万円 23年3月期  1,095百万円

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 ― 30.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

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) 3,787 △9.8 32 △59.0 25 △56.7 4 △59.4 1.14
通期 8,140 △4.4 125 △31.9 116 △27.6 53 △16.6 14.46



(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  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方
法等の変更の有無となります。 

(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はありますが、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を実施しております。 

※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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
（前期財務諸表の組替について） 
連結財務諸表規則第２条第44号の規定による連結財務諸表の組替えにより、平成23年３月期第１四半期は組替後の数値を記載しております。 

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 4,015,585 株 23年3月期 4,015,585 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 332,012 株 23年3月期 332,012 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,683,573 株 23年3月期1Q 3,683,786 株
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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 

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 日に発生した東日本大震災に

よる被災地での復興への動きが進む中、福島原発を端に発した原発問題による電力不足の懸念、海外

経済の不安定さなどにより先行きが不透明な状況が続きました。 

広告業界におきましては、震災による企業広告の自粛ムードにより低調に推移し、その影響により

印刷業界におきましても、広告の出稿が減少するとともに、出版市場も依然として縮小傾向が続くな

ど厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、グループ相互の融合を図り、あらゆる販売

促進活動に対して当社独自の提案を勧めてまいりました。しかし、既存の取引先に対しては震災の影

響よる販売促進計画の延期により受注の減少を余儀なくされ、売上高は前年を下回りました。 

また、一方で、エンターテイメント事業におきましては韓流グッズ関連の売上が好調となり前年を

上回りました。 

以上の結果から、当第１四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は 19 億 66 百万円（前年同四半

期比 5.6％減）、連結営業損失は 35 百万円（前年同四半期は 45 百万円の連結営業利益）、連結経常損

失は 33 百万円（前年同四半期は 44 百万円の連結経常利益）、連結四半期純損失は 55 百万円（前年同

四半期は 2百万円の連結四半期純利益）となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

当第１四半期連結累計期間末における流動資産の残高は、25 億 25 百万円（前連結会計年度末は

25 億 84 百万円）となり、58 百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、前連結会

計年度末と比べ受取手形及び売掛金が 78 百万円増加したものの、現金及び預金が 97 百万円、原材

料及び貯蔵品が 36 百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結累計期間末における固定資産の残高は、21 億 77 百万円（前連結会計年度末は

21 億 10 百万円）となり、66 百万円増加いたしました。その主な要因といたしましては、前連結会

計年度末と比べ投資有価証券が 65 百万円増加したことによるものであります。 

（流動負債） 

当第１四半期連結累計期間末における流動負債の残高は、27 億 46 百万円（前連結会計年度末は

26 億 37 百万円）となり、1億 8百万円増加いたしました。その主な要因といたしましては、前連結

会計年度末と比べ支払手形及び買掛金が 63 百万円、未払金及び未払費用が 1 億 29 百万円それぞれ

増加したものの、短期借入金が 45 百万円及び賞与引当金が 47 百万円減少したことによるものであ

ります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、9 億 86 百万円（前連結会計年度末は 9

億 61 百万円）となり、24 百万円増加いたしました。その主な要因といたしましては、前連結会計

年度末と比べ繰延税金負債が 20 百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、9 億 70 百万円（前連結会計年度末は 10

億 95 百万円）となり、1 億 24 百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、前連結

会計年度末と比べその他有価証券評価差額金が 41 百万円増加したものの、利益剰余金が 1 億 65 百

万円減少したことによるものであります。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成 23 年 5 月 13 日公表いたしました第２四半期累計期間及び通期

の連結業績予想に変更はありません。 
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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移動 

該当事項はありません。 

 

(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。 
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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）

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 904,719 807,387

受取手形及び売掛金 1,124,129 1,202,129

有価証券 25,339 26,554

商品及び製品 47,408 54,828

仕掛品 55,301 71,499

原材料及び貯蔵品 172,432 136,366

その他 256,154 228,111

貸倒引当金 △1,292 △1,319

流動資産合計 2,584,193 2,525,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 556,472 548,521

土地 907,360 907,360

その他（純額） 112,462 108,016

有形固定資産合計 1,576,294 1,563,898

無形固定資産   

その他 58,563 73,030

無形固定資産合計 58,563 73,030

投資その他の資産   

投資有価証券 416,504 482,196

破産更生債権等 789,479 789,463

その他 59,306 58,389

貸倒引当金 △789,579 △789,563

投資その他の資産合計 475,711 540,485

固定資産合計 2,110,569 2,177,415

資産合計 4,694,763 4,702,973

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,097,701 1,160,965

短期借入金 1,165,575 1,120,100

未払法人税等 12,138 2,898

賞与引当金 78,477 31,278

その他 283,983 431,044

流動負債合計 2,637,875 2,746,286

固定負債   

社債 210,000 210,000

退職給付引当金 509,086 514,545

その他 242,798 261,829
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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) 

固定負債合計 961,885 986,374

負債合計 3,599,761 3,732,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 434,319 434,319

資本剰余金 425,177 425,177

利益剰余金 969,289 803,353

自己株式 △259,742 △259,742

株主資本合計 1,569,044 1,403,108

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 87,745 128,991

土地再評価差額金 △561,787 △561,787

その他の包括利益累計額合計 △474,042 △432,796

純資産合計 1,095,001 970,311

負債純資産合計 4,694,763 4,702,973
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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 2,083,218 1,966,214

売上原価 1,617,718 1,595,788

売上総利益 465,499 370,425

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 152,620 154,074

賞与引当金繰入額 12,665 11,720

退職給付費用 5,267 4,876

役員退職慰労引当金繰入額 4,623 －

その他 244,686 235,053

販売費及び一般管理費合計 419,863 405,724

営業利益又は営業損失（△） 45,636 △35,298

営業外収益   

受取利息 1,288 1,203

受取配当金 1,755 2,937

受取家賃 2,148 2,115

作業くず売却益 1,589 2,259

その他 1,103 315

営業外収益合計 7,884 8,831

営業外費用   

支払利息 9,413 6,609

その他 58 0

営業外費用合計 9,471 6,609

経常利益又は経常損失（△） 44,049 △33,077

特別利益   

固定資産売却益 － 142

貸倒引当金戻入額 2 －

賞与引当金戻入額 14,392 －

特別利益合計 14,394 142

特別損失   

固定資産除却損 － 627

投資有価証券評価損 21,963 －

和解金 5,868 －

特別損失合計 27,832 627

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

30,610 △33,562

法人税、住民税及び事業税 545 3,682

法人税等調整額 27,503 18,183

法人税等合計 28,048 21,866

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,562 △55,428

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,562 △55,428
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,562 △55,428

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,332 41,245

その他の包括利益合計 1,332 41,245

四半期包括利益 3,895 △14,182

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,895 △14,182

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)セグメント情報 

 Ⅰ 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）  
 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 広告宣伝事業 
販売促進・エンタ

ーテイメント事業
合計 

調整額 

（注１） 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注２） 

売上高   

(1)外部顧客への売上高 1,719,856 363,362 2,083,218 － 2,083,218

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
80 40,655 40,735 △40,735 －

計 1,719,936 404,017 2,123,953 △40,735 2,083,218

セグメント利益 36,935 3,434 40,369 5,267 45,636

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報 

  該当事項はありません。 

 

Ⅱ 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）  

 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 広告宣伝事業 
販売促進・エンタ

ーテイメント事業
合計 

調整額 

（注１） 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注２） 

売上高   

(1)外部顧客への売上高 1,530,616 435,598 1,966,214 － 1,966,214

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
57,547 35,673 93,220 △93,220 －

計 1,588,163 471,271 2,059,434 △93,220 1,966,214

セグメント損失 △27,014 △11,343 △38,358 3,060 △35,298

（注）１．セグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益または営業損失と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報 

  該当事項はありません。 

 
(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 
                                       以   上 
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