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1.  平成24年6月期第3四半期の業績（平成23年7月1日～平成24年3月31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6月期第3四半期 2,556 7.7 471 44.1 476 43.7 175 △1.6
23年6月期第3四半期 2,374 7.7 327 63.8 331 61.2 178 113.5

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6月期第3四半期 31.79 ―
23年6月期第3四半期 32.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第3四半期 2,975 2,218 74.6
23年6月期 2,793 2,098 75.1
（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  2,218百万円 23年6月期  2,098百万円

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年6月期 ― 0.00 ―
24年6月期（予想） 10.00 10.00

3.  平成24年6月期の業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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 3,270 6.7 490 54.6 495 52.7 185 4.0 33.51



(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6月期3Q 5,575,320 株 23年6月期 5,575,320 株
② 期末自己株式数 24年6月期3Q 54,686 株 23年6月期 54,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 5,520,634 株 23年6月期3Q 5,520,676 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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成23年８月11日に公表いたしました業績予想を平成24年４月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。 
２．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「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３） 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、概ね緩やかな回復基調にあったものの、原油高や原子力発電所の 

稼動停止による電力不足懸念などの不安により、先行き不透明な状況が続いております。 

当社が属するフリーペーパー業界は、紙媒体からＷebコンテンツへの流れが加速する中、他媒体との価格競争が 

恒常化するなど厳しい環境下にあります。 

このような経営環境の中、当社は当第３四半期累計期間も引き続き横浜地区２地区版の毎週化による発行頻度の 

増加や県央地区２地区版の分離独立発行による更なる地域密着化を推進するなど既存発行版全体の深耕に努めると 

ともに、紙面に掲載した記事体広告がＷebでも見られる「Ｗeb版タウンニュース」の販売を併せて推進してまいりま

した。また、平成24年２月には神奈川県内および町田市の全政治家の情報がＷebで見られる「政治の村」を立ち上 

げ、Ｗebによる情報発信にも積極的に取り組みを開始してまいりました。 

その結果、観光・レジャー関連など一部の業種で広告の受注が減少したものの、小売業、サービス業、団体関連、

その他の業種等で全体的に受注が拡大し、売上高は前年同期を上回りました。 

利益につきましては、売上高が順調に推移したことから、営業利益・経常利益は前年同期を上回りました。 

一方、四半期純利益は、平成24年４月25日に発表しております「本店移転及び秦野支社、製作システム第二部、出 

版・印刷部移転並びに特別損失発生に関するお知らせ」のとおり、秦野支社等の移転（移転先は平成24年２月に購入

済）を予定していることに伴い、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、減損損失80百万円を特別損失に計上

したため、前年同期を下回りました。  

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高2,556百万円（前年同期比7.7％増)、営業利益471百万円（前

年同期比44.1％増）、経常利益476百万円（前年同期比43.7％増）、四半期純利益175百万円（前年同期比1.6％減） 

となりました。 

なお、平成24年１月にYahooサイトにおける神奈川県内のグルメや美容室情報などを扱う合弁子会社「㈱タウンニ 

ュース・ロコ」を設立しておりますが、同社は資産・売上高等の重要性が乏しいことから、連結決算の対象となって

おりません。  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ182百万円増加し、2,975百万円となりました。これは

主に、現金及び預金が85百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が40百万円、有形固定資産が31百万円、投資

その他資産が189百万円増加したことによるものです。 

（負債） 

当第３四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末に比べ62百万円増加し、 756百万円となりました。これは主

に、その他流動負債が15百万円、退職給付引当金が10百万円減少したものの、未払法人税等が39百万円、賞与引当

金が42百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ120百万円増加し、2,218百万円となりました。これは

利益剰余金の増加によるものです。 

   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年６月期通期の業績予想は、平成24年４月25日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」で修正してお

ります。 

今後の経済情勢及び業績推移により、通期の見通しについて見直しが必要になった場合には速やかに開示いたし

ます。  

    

（１）四半期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。  

   
（２）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。  

   

１．当四半期決算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



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,117,737 1,032,623

受取手形及び売掛金 250,382 290,665

仕掛品 6,729 2,717

原材料及び貯蔵品 286 277

その他 61,661 81,064

貸倒引当金 △6,263 △6,392

流動資産合計 1,430,534 1,400,955

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 233,259 257,301

土地 449,341 462,061

その他（純額） 54,943 49,746

有形固定資産合計 737,544 769,109

無形固定資産 45,962 36,843

投資その他の資産   

投資有価証券 219,313 319,375

その他 373,570 462,411

貸倒引当金 △13,748 △12,750

投資その他の資産合計 579,135 769,035

固定資産合計 1,362,641 1,574,989

資産合計 2,793,176 2,975,944

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,123 76,365

未払法人税等 104,716 144,012

賞与引当金 23,356 65,889

その他 189,734 173,814

流動負債合計 391,930 460,081

固定負債   

長期未払金 100,528 100,528

退職給付引当金 202,088 191,389

その他 － 5,000

固定負債合計 302,616 296,917

負債合計 694,547 756,998



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,375 501,375

資本剰余金 481,670 481,670

利益剰余金 1,130,032 1,250,349

自己株式 △14,449 △14,449

株主資本合計 2,098,629 2,218,946

純資産合計 2,098,629 2,218,946

負債純資産合計 2,793,176 2,975,944



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,374,103 2,556,330

売上原価 877,980 916,964

売上総利益 1,496,123 1,639,365

販売費及び一般管理費 1,168,855 1,167,704

営業利益 327,267 471,661

営業外収益   

受取利息 1,095 1,707

不動産賃貸料 － 1,404

助成金収入 600 600

その他 2,611 2,616

営業外収益合計 4,306 6,328

営業外費用   

支払利息 7 －

保険解約損 － 447

不動産賃貸費用 － 1,184

営業外費用合計 7 1,632

経常利益 331,567 476,357

特別利益   

固定資産売却益 － 128

特別利益合計 － 128

特別損失   

固定資産売却損 54 114

固定資産除却損 1,536 1,053

減損損失 － 80,000

退職特別加算金 8,600 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,934 －

特別損失合計 13,125 81,168

税引前四半期純利益 318,442 395,316

法人税、住民税及び事業税 167,857 214,219

法人税等調整額 △27,825 5,573

法人税等合計 140,032 219,793

四半期純利益 178,409 175,523



該当事項はありません。   

   

   

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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