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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 3,802 △7.8 △93 ― △73 ― △70 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △75百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △115百万円 （―％）

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2四半期 △1,292.31 ―

23年3月期第2四半期 △2,097.22 ―

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 3,145 534 15.9
23年3月期 3,340 609 17.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  501百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、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 8,000 △3.0 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.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

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2Q 54,896 株 23年3月期 54,896 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 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2Q 54,896 株 23年3月期2Q 54,896 株
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当第２四半期における日本経済は、東日本大震災からの回復を図り、大企業、製造業、特に自動車関連
のサプライチェーンの前倒し復旧が、それを牽引しました。夏場の電力不足による生産活動への影響が危
惧されましたが、節電の取り組みにより大きな混乱を回避することができ、震災後半年を経て、景況感は
改善しました。しかしながら、欧州財政の危機的状況や、それを受けた世界経済の減速、円高の長期化に
よって、企業の警戒心は強まっております。 
広告業界においては、消費自粛ムードが薄まり、飲食店などサービス業が回復したことを受け、８月の

国内の広告全体売上高が震災後初めて前年同月を上回りましたが、引き続き厳しい状況が続いておりま
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に主眼を置き、客単

価の増収・売上原価の圧縮を行いました。家庭配布の「ぱど」については、引き続きターゲットを意識し
た媒体品質の向上に取り組みました。それとともに、エリア単位で別冊の発行を推進し、よりきめ細かな
ニーズへの対応を試みました。主なところでは、０～６歳のお子様を持つママを対象とした別冊「まみた
ん」を横浜市で創刊、これを皮切りに９月末までに６版の発行を行うとともに、イベントを連動させたプ
ロモーションミックスを行い、街のにぎわいを創出することで、売上の底上げを図りました。これらの取
り組みにより、９月単月では前々期の水準まで収益を戻すまでになりました。営業支援関連については期
初の想定より回復が遅れ、伸び悩みました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結の売上高は、3,802,083千円（対前年同期比7.8％

減）となりました。利益面につきましては、営業損失93,439千円（前年同期は49,152千円の損失）、経常
損失73,477千円（前年同期は45,040千円の損失）、四半期純損失70,942千円（前年同期は115,128千円の
損失）となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度末と比べて、8.0％減少し、2,270,867千円となりました。これは、主とし

て現金及び預金が115,916千円減少したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べて、0.2％増加し、874,512千円となりました。これは、主として
関連会社株式が20,890千円増加したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末と比べて5.8％減少し、3,145,379千円となりました。 

  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度末と比べて、8.7％減少し、2,224,634千円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が155,026千円減少したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べて、31.6％増加し、386,552千円となりました。これは、主とし
て長期借入金が86,995千円増加したことなどによります。 
 この結果、総負債は、前連結会計年度末と比べて4.4％減少し、2,611,187千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて、12.4％減少し、534,192千円となりました。これは、主と

して、利益剰余金が70,942千円減少したことなどによります。 
  

(キャッシュ・フローの状況の分析) 
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ119,196千円減少し、当第２四半期連結累計期間末には、1,122,947千円となりました。 
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであ

ります。 
  ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果減少した資金は136,131千円となりました。 
資金減少の主な内訳は、仕入債務の減少額155,026千円（前年同四半期は265,039千円の減少）でありま
す。 

  ②投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動の結果減少した資金は61,935千円となりました。 

資金減少の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出54,026千円（前年同四半期は6,482千円の支
出）であります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動の結果増加した資金は78,870千円となりました。 

資金増加の主な内訳は、長期借入による収入260,000千円（前年同四半期は100,000千円の収入）であり
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
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通期の連結業績予想に関する事項については、平成23年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知
らせ」を参照してください。 
 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。 

  

 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
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,069,115 953,198

受取手形及び売掛金 879,680 813,689

有価証券 418,504 418,711

仕掛品 13,182 14,139

原材料及び貯蔵品 5,209 6,293

その他 105,355 85,844

貸倒引当金 △22,876 △21,009

流動資産合計 2,468,171 2,270,867

固定資産

有形固定資産 219,469 200,497

無形固定資産 251,432 250,175

投資その他の資産 401,704 423,838

固定資産合計 872,606 874,512

資産合計 3,340,777 3,145,379

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,276,047 1,121,021

短期借入金 442,000 407,600

1年内返済予定の長期借入金 224,643 266,443

未払法人税等 5,803 8,523

その他 488,820 421,047

流動負債合計 2,437,314 2,224,634

固定負債

長期借入金 244,048 331,043

資産除去債務 38,419 37,905

その他 11,220 17,603

固定負債合計 293,688 386,552

負債合計 2,731,003 2,611,187

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 △336,337

株主資本合計 572,174 501,231

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △568 △60

その他の包括利益累計額合計 △568 △60

少数株主持分 38,168 33,020

純資産合計 609,774 534,192

負債純資産合計 3,340,777 3,145,379
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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

売上高 4,122,239 3,802,083

売上原価 2,305,096 2,177,118

売上総利益 1,817,143 1,624,965

販売費及び一般管理費 1,866,296 1,718,404

営業損失（△） △49,152 △93,439

営業外収益

受取利息 190 287

受取配当金 42 52

持分法による投資利益 8,870 20,044

受取手数料 446 416

違約金収入 1,244 1,851

貸倒引当金戻入額 － 13,096

その他 3,032 1,046

営業外収益合計 13,826 36,795

営業外費用

支払利息 7,578 8,355

解約手数料 － 6,174

その他 2,135 2,303

営業外費用合計 9,714 16,833

経常損失（△） △45,040 △73,477

特別利益

持分変動利益 － 846

特別利益合計 － 846

特別損失

貸倒引当金繰入額 47,258 －

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 －

特別損失合計 56,978 －

税金等調整前四半期純損失（△） △102,018 △72,631

法人税、住民税及び事業税 13,565 3,446

法人税等調整額 △313 11

法人税等合計 13,252 3,458

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △115,270 △76,090

少数株主損失（△） △142 △5,147

四半期純損失（△） △115,128 △70,942
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △115,270 △76,090

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △260 508

その他の包括利益合計 △260 508

四半期包括利益 △115,530 △75,582

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △115,388 △70,434

少数株主に係る四半期包括利益 △142 △5,147

㈱ぱど(4833) 平成24年３月期 第２四半期決算短信

－7－



（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22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純損失（△） △102,018 △72,631

減価償却費及びその他の償却費 49,402 71,065

のれん償却額 37 37

持分法による投資損益（△は益） △8,870 △20,044

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） 50,862 △13,096

受取利息及び受取配当金 △232 △339

支払利息 7,578 8,355

売上債権の増減額（△は増加） 193,138 63,360

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,499 △2,040

仕入債務の増減額（△は減少） △265,039 △155,026

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,844 3,839

その他 12,842 △29,776

小計 △48,236 △146,297

利息及び配当金の受取額 232 339

利息の支払額 △7,633 △8,297

法人税等の支払額 △42,316 △3,603

法人税等の還付額 1,750 21,727

営業活動によるキャッシュ・フロー △96,204 △136,131

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 △3,400

有価証券の取得による支出 △99 △86

有形固定資産の取得による支出 △1,563 △189

無形固定資産の取得による支出 △6,482 △54,026

敷金及び保証金の差入による支出 △2,424 △517

敷金及び保証金の回収による収入 14,676 475

その他 － △4,189

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,105 △61,935

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） 22,000 △34,400

長期借入れによる収入 100,000 260,000

長期借入金の返済による支出 △64,998 △131,205

割賦債務の返済による支出 △10,285 △10,285

リース債務の返済による支出 △4,615 △5,238

財務活動によるキャッシュ・フロー 42,100 78,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,997 △119,196

現金及び現金同等物の期首残高 1,481,592 1,242,144

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,428,594 1,122,947
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

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

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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