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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 1,982 7.5 △47 ― △43 ― △66 ―

24年3月期第1四半期 1,845 △11.7 △111 ― △94 ― △90 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △65百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △97百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △1,208.85 ―

24年3月期第1四半期 △1,639.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 3,327 577 16.2 10,528.41
24年3月期 3,383 643 18.0 11,727.73

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  540百万円 24年3月期  607百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,000 105.2 40 ― 50 ― 20 ― 364.33
通期 8,300 105.5 150 651.2 160 320.6 100 370.4 1,821.63



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細 
は、添付資料P.３「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項」 
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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P２「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 54,896 株 24年3月期 54,896 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q ― 株 24年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 54,896 株 24年3月期1Q 54,896 株
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当第１四半期における日本経済は、東日本大震災からの復興需要を受けて製造業が復調し、個人消費や
雇用には緩やかな改善の兆しが見えはじめました。しかし、欧州債務危機の再燃に伴う海外経済の減速懸
念や円高の長期化により、依然先行きは不透明な状況で推移いたしました。 
広告業界におきましては、消費マインドが回復するなかで、スマートフォンなどの高機能端末の急速な

普及や、クラウド化・サービス化が進展しつつあり、広告手法の多様化が一層顕著になっております。 
このような環境のもと、当社は主軸であるフリーペーパー事業において、読者の行動ニーズによりマッ

チした「ぱど家庭版」をお届けできるように発行エリアの見直しを行い、家庭版よりも細分化したターゲ
ットへの配布インフラを開拓すべく別媒体の発行に取り組みました。 
幼いこども(０～６歳)を子育て中のママをターゲットにした地域子育て支援情報誌「まみたん」の拡大

をすすめており、４月に「まみたん」江東区版、６月に「まみたん」さいたま南版・北版を創刊いたしま
した。 
このような施策により、情報誌関連、配布関連事業の売上は順調に推移しており、当第１四半期連結累

計期間における売上高は1,982,998千円（対前年同期比7.5％増）となりました。利益面につきましては、
営業損失47,753千円（前年同期は111,299千円の損失）、経常損失43,934千円（前年同期は94,914千円の
損失）、四半期純損失66,361千円（前年同期は90,004千円の損失）となりました。 
なお、８月より当社グループは、より読者の行動圏にあった配布を実現するべく、 (株)ぱどおよび子

会社の(株)仙台ぱど、(株)九州ぱどの管轄地域におきまして、情報誌「ぱど」発行エリアの一部を再編・
拡大致します。 
今後も当社グループは、地域生活で必要とされる良質な情報を収集し、発信することにより、地域の皆

様のお役に立てるよう努めてまいります。  

  

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度と比べて、6.5％減少し、2,370,133千円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が104,426千円減少したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度と比べて、13.0％増加し、957,422千円となりました。これは、主として
ソフトウェア仮勘定が55,051千円、敷金及び保証金が78,215千円増加したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度と比べて1.6％減少し、3,327,555千円となりました。 

  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度と比べて、0.3％増加し、2,390,006千円となりました。これは、主として

未払金が44,449千円、短期借入金が36,600千円増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度と比べて、0.7％増加し、359,580千円となりました。これは、主として長
期借入金が13,630千円増加したことなどによります。 
 この結果、総負債は、前連結会計年度と比べて0.4％増加し、2,749,587千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度と比べて、10.2％減少し、577,968千円となりました。これは、主とし

て、利益剰余金が66,361千円減少したことなどによります。 

  

  

平成24年５月11日付の決算短信で公表いたしました、平成25年3月期の業績予想から数値の変更はござ
いません。 
 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



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

(会計上の見積りの変更) 

 耐用年数の変更 

当社が保有する建物の一部は、当第１四半期連結会計期間において、事務所の移転を決定したた

め、移転に伴い利用不能となる資産について耐用年数を移転予定月までの期間に見直し、将来にわた

り変更しております。  

 これにより、従来に比べて、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は5,143千円増加し、営業損

失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は同額増加しております。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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



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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,201,114 1,126,959

受取手形及び売掛金 942,450 838,023

有価証券 318,881 318,920

仕掛品 14,256 14,542

原材料及び貯蔵品 3,738 2,913

その他 77,546 87,677

貸倒引当金 △21,818 △18,903

流動資産合計 2,536,168 2,370,133

固定資産

有形固定資産 169,027 161,845

無形固定資産 217,902 256,019

投資その他の資産

敷金及び保証金 261,638 339,854

その他 260,285 268,369

貸倒引当金 △61,738 △68,666

投資その他の資産合計 460,185 539,557

固定資産合計 847,116 957,422

資産合計 3,383,285 3,327,555

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,174,407 1,091,936

短期借入金 424,400 461,000

1年内返済予定の長期借入金 275,880 283,680

未払法人税等 20,981 3,897

事務所移転費用引当金 － 31,290

その他 486,785 518,203

流動負債合計 2,382,454 2,390,006

固定負債

長期借入金 305,666 319,296

資産除去債務 36,337 26,605

その他 15,010 13,679

固定負債合計 357,013 359,580

負債合計 2,739,467 2,749,587



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

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 △231,586 △297,947

株主資本合計 605,982 539,621

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,629 1,015

その他の包括利益累計額合計 1,629 1,015

少数株主持分 36,205 37,331

純資産合計 643,817 577,968

負債純資産合計 3,383,285 3,327,555



（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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日
至 平成24年6月30日)

売上高 1,845,140 1,982,998

売上原価 1,078,920 1,123,827

売上総利益 766,219 859,171

販売費及び一般管理費 877,519 906,924

営業損失（△） △111,299 △47,753

営業外収益

受取利息 54 48

受取配当金 52 82

持分法による投資利益 4,460 7,350

受取手数料 210 165

違約金収入 844 403

貸倒引当金戻入額 17,824 －

その他 364 582

営業外収益合計 23,811 8,633

営業外費用

支払利息 3,874 4,127

解約手数料 3,397 580

その他 154 106

営業外費用合計 7,426 4,814

経常損失（△） △94,914 △43,934

特別損失

固定資産除却損 － 1,472

事務所移転費用引当金繰入額 － 18,369

特別損失合計 － 19,841

税金等調整前四半期純損失（△） △94,914 △63,775

法人税、住民税及び事業税 3,014 1,453

法人税等調整額 5 5

法人税等合計 3,020 1,459

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △97,935 △65,235

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,930 1,125

四半期純損失（△） △90,004 △66,361



四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日
至 平成24年6月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △97,935 △65,235

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 400 △614

その他の包括利益合計 400 △614

四半期包括利益 △97,535 △65,849

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △89,604 △66,975

少数株主に係る四半期包括利益 △7,930 1,125



 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




