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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 5,779 △7.1 △76 ― △53 ― △62 ―

23年3月期第3四半期 6,220 △3.5 △118 ― △112 ― △211 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △64百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △218百万円 （―％）

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3四半期 △1,140.94 ―

23年3月期第3四半期 △3,844.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 3,219 544 15.9
23年3月期 3,340 609 17.1

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  510百万円 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3Q 54,896 株 23年3月期 54,896 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 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3Q 54,896 株 23年3月期3Q 54,896 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月の東日本大震災により大きな打撃を受けたもの
の、その後着実に回復が進みほぼ震災前の状態に戻りつつあります。しかしながら、欧州の債務問題に伴
う金融不安や欧米経済の減速、歴史的な円高の進行など、景気の先行きは依然不透明な状況にあります。
当社が属するフリーペーパー業界におきましては、媒体の選別化や淘汰が進み、価格競争も激化してお

り、依然厳しい経営環境が続いております。 
このような状況の下、当社及び当社グループは、主たる事業であるフリーペーパー（情報誌関連）の収

益回復に主眼を置き、客単価の増加・新規顧客開拓、売上原価の圧縮を行っており、ターゲットを意識し
た媒体品質の向上、収益回復に取り組みました。 
当第３四半期連結累計期間において、地方を中心とした情報誌関連、配布関連の受注は回復を見せてお

りますが、営業支援関連が期初の想定より回復が遅れたことにより、売上高は5,779,176千円（対前年同
期比7.1％減）となりました。しかしながら、売上原価の圧縮の取り組み等により損失の額は縮小し、営
業損失76,776千円（前年同期は118,348千円の損失）、経常損失53,436千円（前年同期は112,127千円の損
失）、四半期純損失62,633千円（前年同期は211,037千円の損失）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、4.4％減少し、2,360,013千円となりました。これは、主とし

て有価証券が99,751千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、1.5％減少し、859,430千円となりました。これは、主として
工具器具備品が25,193千円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末と比べて3.6％減少し、3,219,443千円となりました。 

  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度末と比べて、4.1％減少し、2,337,164千円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が133,058千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、14.9％増加し、337,324千円となりました。これは、主とし
て長期借入金が38,726千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2.1％減少し、2,674,488千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて、10.6％減少し、544,954千円となりました。これは、主と

して、利益剰余金が62,633千円減少したことなどによります。 
  

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11日公表の「第２四半期決算短信」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。   
   

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
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,069,115 1,122,717

受取手形及び売掛金 879,680 813,482

有価証券 418,504 318,752

仕掛品 13,182 14,436

原材料及び貯蔵品 5,209 4,798

その他 105,355 106,394

貸倒引当金 △22,876 △20,569

流動資産合計 2,468,171 2,360,013

固定資産

有形固定資産 219,469 189,710

無形固定資産 251,432 236,445

投資その他の資産 401,704 433,274

固定資産合計 872,606 859,430

資産合計 3,340,777 3,219,443

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,276,047 1,142,988

短期借入金 442,000 483,000

1年内返済予定の長期借入金 224,643 262,876

未払法人税等 5,803 14,813

その他 488,820 433,486

流動負債合計 2,437,314 2,337,164

固定負債

長期借入金 244,048 282,774

資産除去債務 38,419 38,307

その他 11,220 16,242

固定負債合計 293,688 337,324

負債合計 2,731,003 2,674,488

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 △328,027

株主資本合計 572,174 509,541

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △568 892

その他の包括利益累計額合計 △568 892

少数株主持分 38,168 34,521

純資産合計 609,774 544,954

負債純資産合計 3,340,777 3,219,443
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 6,220,820 5,779,176

売上原価 3,548,329 3,279,955

売上総利益 2,672,490 2,499,220

販売費及び一般管理費 2,790,839 2,575,997

営業損失（△） △118,348 △76,776

営業外収益

受取利息 278 355

受取配当金 82 122

持分法による投資利益 13,688 29,555

受取手数料 668 593

違約金収入 4,191 2,763

貸倒引当金戻入額 － 11,335

その他 3,722 1,785

営業外収益合計 22,630 46,511

営業外費用

支払利息 11,775 12,858

創立費償却 433 －

解約手数料 2,220 7,934

その他 1,980 2,378

営業外費用合計 16,409 23,171

経常損失（△） △112,127 △53,436

特別利益

投資有価証券売却益 1,414 －

持分変動利益 － 846

特別利益合計 1,414 846

特別損失

貸倒引当金繰入額 46,928 －

固定資産除却損 14 704

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 56,648 704

税金等調整前四半期純損失（△） △167,361 △53,295

法人税、住民税及び事業税 15,900 12,966

法人税等調整額 34,396 17

法人税等合計 50,296 12,984

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △217,658 △66,280

少数株主損失（△） △6,621 △3,647

四半期純損失（△） △211,037 △62,633
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 四半期連結包括利益計算書
  第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失 △217,658 △66,280

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △492 1,460

その他の包括利益合計 △492 1,460

四半期包括利益 △218,150 △64,819

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △211,529 △61,172

少数株主に係る四半期包括利益 △6,621 △3,647
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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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