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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 2,076 7.7 79 24.1 78 44.1 60 46.3
23年3月期第2四半期 1,928 6.5 63 ― 54 ― 41 ―

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2四半期 9.38 ―
23年3月期第2四半期 6.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 2,302 582 25.3
23年3月期 2,314 536 23.2
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  582百万円 23年3月期  536百万円

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 4.50 4.50

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 4,250 7.8 150 15.0 130 13.6 100 18.8 15.47



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2Q 6,706,000 株 23年3月期 6,706,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 242,865 株 23年3月期 242,865 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,463,135 株 23年3月期2Q 6,391,739 株

※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P3 「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から徐々に立ち直りつつあるもの

の、ギリシャに端を発する欧州の財政不安や、それに伴う円高の進行等により、景気の先行きは不透明

な状況が続いております。 

 このような状況下、当社におきましては、広告代理業からメディア企業への業態転換をさらに推進い

たしました。平成23年５月31日に三重県名張市に名張支局を開設し、同支局より８月29日に,地域みっ

ちゃく生活情報誌『リィーガ』（三重県名張市・伊賀市）を創刊いたしました。 

 また、既存の発行エリアにおきましても、地域みっちゃく生活情報誌『ＧｉＦＵＴＯ』（岐阜県岐阜

市近郊）・『よっかいちａｉ』（三重県四日市市）・『つぅぴーす』（三重県津市）等で配布エリアを

拡大し、本事業年度目標のフリーマガジン総発行部数200万部達成に向けて事業展開いたしました。 

その結果、売上高は2,076,034千円（前年同四半期比7.7％増）となり、売上総利益は868,762千円

（前年同四半期比17.4％増）となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、当事業年度の事業計画に沿って人材補強を図ったことから人

件費が増加し789,667千円（前年同四半期比16.7％増）となりましたが、営業利益は79,095千円（前年

同四半期比24.1％増）となり、助成金収入10,830千円を営業外収益として計上したことから、経常利益

は78,075千円（前年同四半期比44.1％増）となりました。 

なお、投資有価証券評価損6,578千円を特別損失として計上したこと等から、四半期純利益は60,654

千円（前年同四半期比46.3％増）となりました。 

  

 ａ．メディア事業 

メディア事業におきましては、フリーマガジン部門で、年間契約・連載契約の獲得が増加し、仕事の

前倒しを図れたことから受注の増加に繋がりました。 

 また、第１四半期にはイベント・セミナー部門で震災による自粛ムードから講演会の中止・延期の影

響を受けましたが、第２四半期におきましては順調に受注を回復いたしました。 

 これらのことから売上高は1,174,525千円（前年同四半期比23.3％増）となりました。 

  

 ｂ．広告ＳＰ事業 

広告ＳＰ事業では、第１四半期は震災による広告出稿の自粛ムードが広がったことから、大手企業か

らの受注が大きく減少いたしました。第２四半期の受注獲得状況は回復傾向にありましたが、売上高は

901,508千円（前年同四半期比7.6％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べて12,020千円減少し、2,302,103千

円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が46,214千円増加したものの、未収入金が54,813千円

減少したこと等によるものであります。 

負債は、前事業年度末と比べて58,242千円減少し、1,719,470千円となりました。これは主に賞与引

当金が16,000千円増加したものの、長期借入金が67,622千円減少したこと等によるものであります。 

純資産は前事業年度末と比べて46,221千円増加し、582,632千円となりました。これは主に、配当金

により利益剰余金が19,389千円減少したものの、四半期純利益を60,654千円計上したこと等によるもの

であります。 

当第２四半期会計期間末における自己資本比率は25.3％であります。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日発表の通期の業績予想に変更はありま

せん。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

 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）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 571,942 561,610

受取手形及び売掛金 441,680 487,895

商品 3,678 4,278

仕掛品 4,090 7,756

貯蔵品 1,431 1,161

その他 75,082 20,778

貸倒引当金 △17,324 △18,323

流動資産合計 1,080,580 1,065,155

固定資産

有形固定資産

土地 646,139 646,139

その他（純額） 170,819 167,249

有形固定資産合計 816,959 813,389

無形固定資産 34,092 45,088

投資その他の資産

投資有価証券 47,964 46,291

破産更生債権等 268,982 268,614

差入保証金 155,134 155,907

賃貸資産(純額) 105,932 103,037

永代使用権 51,300 51,300

その他 11,069 11,090

貸倒引当金 △257,891 △257,771

投資その他の資産合計 382,491 378,469

固定資産合計 1,233,543 1,236,947

資産合計 2,314,124 2,302,103
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 364,004 340,779

短期借入金 572,000 582,000

1年内返済予定の長期借入金 128,820 118,776

未払法人税等 22,175 13,466

賞与引当金 32,000 48,000

その他 119,865 131,511

流動負債合計 1,238,865 1,234,533

固定負債

長期借入金 527,642 460,020

その他 11,204 24,916

固定負債合計 538,846 484,936

負債合計 1,777,712 1,719,470

純資産の部

株主資本

資本金 378,950 378,950

資本剰余金 69,450 69,450

利益剰余金 107,882 149,147

自己株式 △15,592 △15,592

株主資本合計 540,690 581,955

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,278 677

評価・換算差額等合計 △4,278 677

純資産合計 536,411 582,632

負債純資産合計 2,314,124 2,302,103
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 1,928,462 2,076,034

売上原価 1,188,243 1,207,271

売上総利益 740,219 868,762

販売費及び一般管理費 676,458 789,667

営業利益 63,760 79,095

営業外収益

受取利息 1,367 495

受取配当金 428 473

受取賃貸料 7,745 5,266

助成金収入 2,830 10,830

その他 2,112 1,816

営業外収益合計 14,484 18,882

営業外費用

支払利息 14,488 11,873

賃貸費用 6,848 3,832

その他 2,743 4,196

営業外費用合計 24,080 19,902

経常利益 54,164 78,075

特別損失

投資有価証券評価損 2,635 6,578

特別損失合計 2,635 6,578

税引前四半期純利益 51,529 71,496

法人税、住民税及び事業税 10,070 10,842

法人税等合計 10,070 10,842

四半期純利益 41,458 60,654
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 51,529 71,496

減価償却費 13,344 11,980

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,371 879

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,000 16,000

受取利息及び受取配当金 △1,795 △969

支払利息 14,488 11,873

投資有価証券評価損益（△は益） 2,635 6,578

売上債権の増減額（△は増加） 43,193 △42,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,883 △3,996

仕入債務の増減額（△は減少） △84,974 △23,040

破産更生債権等の増減額（△は増加） △4,680 59,693

その他 △9,749 1,247

小計 54,479 109,003

利息及び配当金の受取額 1,767 514

利息の支払額 △15,751 △11,479

法人税等の支払額 △4,490 △19,296

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,004 78,741

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 △76,000 △91,788

定期預金の払戻による収入 45,253 32,788

有形固定資産の取得による支出 △2,244 △2,565

無形固定資産の取得による支出 △4,195 －

差入保証金の差入による支出 △521 △1,059

差入保証金の回収による収入 206 255

投資有価証券の取得による支出 △1,659 △100

投資有価証券の売却による収入 － 14

出資金の払込による支出 △10 △10

長期貸付金の回収による収入 6,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,169 △62,464

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） － 10,000

長期借入れによる収入 100,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △56,064 △127,666

社債の償還による支出 △100,105 －

リース債務の返済による支出 － △1,651

自己株式の取得による支出 △74 －

配当金の支払額 △54 △16,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,297 △85,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,461 △69,434

現金及び現金同等物の期首残高 257,776 244,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 204,314 175,531
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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。 

  

                                          （単位：千円 ％） 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

                                           （単位：千円 ％） 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

（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

（６）重要な後発事象

５．補足情報

（１）販売実績

事業の種類別

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日)

比較増減
前事業年度

(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

メディア事業 952,578 49.4 1,174,525 56.6 221,946 23.3 2,093,949 53.1

広告ＳＰ事業 975,883 50.6 901,508 43.4 △74,375 △7.6 1,847,858 46.9

合計 1,928,462 100.0 2,076,034 100.0 147,571 7.7 3,941,807 100.0

（２）仕入実績

事業の種類別

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日)

比較増減
前事業年度

(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

メディア事業 449,483 37.8 544,813 45.1 95,329 21.2 1,009,671 41.9

広告ＳＰ事業 739,119 62.2 663,058 54.9 △76,061 △10.3 1,399,813 58.1

合計 1,188,603 100.0 1,207,871 100.0 19,268 1.6 2,409,484 100.0
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