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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 4,159 △0.9 △4 ― △11 ― △21 ―
23年3月期第2四半期 4,196 △6.8 79 ― 58 ― 10 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △4百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 8百万円 （―％）

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 △5.92 ―
23年3月期第2四半期 2.79 ―

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 4,522 979 21.7
23年3月期 4,694 1,095 23.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  979百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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  ：  有   

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 8,223 1.0 72 ― 62 ― 23 ― 6.24



(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  ：  有  
（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 

(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「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2Q 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2Q 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2Q 3,683,573 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による急激な落ち込みから

の回復基調が見られるものの、欧州の財政不安による円高の進行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、企業の広告費抑制により回復基調には至っておらず、印刷業界におきま

しては、印刷需要の低下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、折込広告のみならず、販売促進活動全般を

提案する企画提案型営業を推進いたしました。 

これにより、折込広告、販売促進物の受注は当初の予想を上回りましたが、企業の広告費抑制から、

折込広告における紙面サイズの縮小化傾向が生じたことにより、販売価格が低下し、売上は前年を下

回ることとなりました。これに伴い、生産効率の若干の減退により、売上総利益は減少いたしました。 

一方で、インターネット販売においては、韓流グッズ関連が順調に推移いたしました。 

以上の結果から、当第２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は 41 億 59 百万円（前年同四半

期比 0.9％減）、連結営業損失は 4百万円（前年同四半期は 79 百万円の連結営業利益）、連結経常損失

は 11 百万円（前年同四半期は 58 百万円の連結経常利益）、連結四半期純損失は 21 百万円（前年同四

半期は 10 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２四半期連結累計期間末における流動資産の残高は、24 億 1 百万円（前連結会計年度末は 25

億 84 百万円）となり、1 億 82 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 1 億 45 百万円増加したものの、現金及び預金が 2 億 33 百

万円、原材料及び貯蔵品が 69 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２四半期連結累計期間末における固定資産の残高は、21 億 21 百万円（前連結会計年度末は

21 億 10 百万円）となり、10 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 22 百万円、無形固定資産が 12 百万円増加したものの、有形固定資

産が 27 百万円減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

当第２四半期連結累計期間末における流動負債の残高は、23 億 53 百万円（前連結会計年度末は

26 億 37 百万円）となり、2 億 84 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支払手形及び買掛金が 30 百万円、賞与引当金が 11 百万円、その他が 52 百万円

それぞれ増加したものの、短期借入金が 3億 75 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２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、11 億 89 百万円（前連結会計年度末は 9

億 61 百万円）となり、2 億 27 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

会計年度末と比べ社債が 2億 10 百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、9 億 79 百万円（前連結会計年度末は 10

億 95 百万円）となり、1 億 15 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 17 百万円増加したものの、利益剰余金が 1 億 32 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 

景気は震災後の復興需要により一部で緩やかな回復傾向にあるものの、長期的な円高が続き、輸出

を中心とした企業業績の圧迫が懸念されるなど不安定な状態は続くものと予想されます。 

当社グループは、当第２四半期連結累計期間における業績動向を踏まえ、平成 23 年 5 月 23 日公表

いたしました連結業績予想を修正しております。詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 904,719 671,131

受取手形及び売掛金 1,124,129 1,269,494

有価証券 25,339 9,426

商品及び製品 47,408 58,209

仕掛品 55,301 71,556

原材料及び貯蔵品 172,432 102,858

その他 256,154 220,371

貸倒引当金 △1,292 △1,339

流動資産合計 2,584,193 2,401,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 556,472 541,861

土地 907,360 907,360

その他（純額） 112,462 99,974

有形固定資産合計 1,576,294 1,549,196

無形固定資産   

その他 58,563 70,697

無形固定資産合計 58,563 70,697

投資その他の資産   

投資有価証券 416,504 439,038

破産更生債権等 789,479 789,468

その他 59,306 62,251

貸倒引当金 △789,579 △789,568

投資その他の資産合計 475,711 501,190

固定資産合計 2,110,569 2,121,083

資産合計 4,694,763 4,522,792

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,097,701 1,128,620

短期借入金 1,165,575 789,625

未払法人税等 12,138 8,969

賞与引当金 78,477 89,527

その他 283,983 336,586

流動負債合計 2,637,875 2,353,328

固定負債   

社債 210,000 420,000

退職給付引当金 509,086 521,736

その他 242,798 247,990
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

固定負債合計 961,885 1,189,727

負債合計 3,599,761 3,543,055

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 969,289 836,962

自己株式 △259,742 △259,742

株主資本合計 1,569,044 1,436,717

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 87,745 104,807

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 △456,980

純資産合計 1,095,001 979,736

負債純資産合計 4,694,763 4,522,792
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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 4,196,943 4,159,289

売上原価 3,278,232 3,338,092

売上総利益 918,710 821,196

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 300,078 302,609

賞与引当金繰入額 35,329 31,762

退職給付費用 9,477 7,219

役員退職慰労引当金繰入額 4,623 －

その他 490,034 483,907

販売費及び一般管理費合計 839,543 825,499

営業利益又は営業損失（△） 79,166 △4,302

営業外収益   

受取利息 2,585 2,824

受取配当金 2,402 3,951

受取家賃 4,416 4,309

作業くず売却益 3,043 4,490

その他 2,581 4,303

営業外収益合計 15,028 19,879

営業外費用   

支払利息 18,319 13,136

社債発行費 7,113 6,774

投資事業組合運用損 10,065 6,850

その他 65 1

営業外費用合計 35,564 26,763

経常利益又は経常損失（△） 58,631 △11,186

特別利益   

固定資産売却益 － 142

賞与引当金戻入額 14,392 －

特別利益合計 14,392 142

特別損失   

固定資産除却損 4,138 2,206

有価証券償還損 － 2,126

投資有価証券評価損 18,950 －

和解金 5,868 －

特別損失合計 28,958 4,332

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（△）

44,065 △15,376

法人税、住民税及び事業税 1,090 7,965

法人税等調整額 32,681 △1,522

法人税等合計 33,771 6,442

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（△）

10,293 △21,819
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（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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,293 △21,819
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

10,293 △21,819

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,369 17,061

その他の包括利益合計 △1,369 17,061

四半期包括利益 8,924 △4,757

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,924 △4,757

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

44,065 △15,376

減価償却費 46,516 38,071

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,575 35

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,123 11,049

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,527 12,650

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △105,772 －

投資有価証券評価損益（△は益） 18,950 －

受取利息及び受取配当金 △4,987 △6,776

支払利息 18,319 13,136

社債発行費 7,113 6,774

有価証券償還損益（△は益） － 2,126

固定資産売却損益（△は益） － △142

固定資産除却損 4,138 2,206

和解金 5,868 －

売上債権の増減額（△は増加） △59,227 △145,353

たな卸資産の増減額（△は増加） 54,159 42,518

仕入債務の増減額（△は減少） 69,261 27,854

その他 120,043 52,621

小計 221,469 41,396

利息及び配当金の受取額 4,994 6,774

利息の支払額 △17,369 △12,696

和解金の支払額 △5,868 －

受取和解金 － 4,500

法人税等の支払額 △5,255 △10,809

法人税等の還付額 5 147

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,975 29,311

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 10,004 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △25,958 △27,477

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 142

有価証券の償還による収入 － 17,874

投資有価証券の取得による支出 △3,342 △3,658

貸付けによる支出 △350 △2,300

貸付金の回収による収入 1,825 1,827

その他 △6,246 △5,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,068 △18,781
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（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) 

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） △354,000 △306,000

長期借入金の返済による支出 △91,950 △69,950

社債の発行による収入 292,886 293,225

社債の償還による支出 △16,500 △47,500

配当金の支払額 △103,378 △111,687

財務活動によるキャッシュ・フロー △272,942 △241,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,035 △231,381

現金及び現金同等物の期首残高 871,194 911,939

現金及び現金同等物の四半期末残高 772,159 680,557
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(4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5)セグメント情報 

 Ⅰ 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）  
 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益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 3,390,976 805,966 4,196,943 － 4,196,943

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
312 77,539 77,852 △77,852 －

計 3,391,289 883,506 4,274,795 △77,852 4,196,943

セグメント利益 65,831 5,007 70,839 8,327 79,166

（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）  

 

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 3,125,564 1,033,725 4,159,289 － 4,159,289

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
137,150 58,578 195,729 △195,729 －

計 3,262,714 1,092,303 4,355,018 △195,729 4,159,289

セグメント利益 

又は損失(△) 
△27,888 17,465 △10,422 6,120 △4,302

（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。 

 

(6)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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