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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 3,944 3.8 △71 ― △64 ― △94 ―
24年３月期第２四半期 3,802 △7.8 △93 ― △73 ― △70 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △92百万円(―％) 24年３月期第２四半期 △75百万円(―％)

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２四半期 △1,727 .21 ―
24年３月期第２四半期 △1,292 .31 ―   

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 3,402 551 15.0
24年３月期 3,383 643 18.0

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 511百万円 24年３月期 607百万円

２．配当の状況

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  ― 0 .00

25年３月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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 8,300 5.5 100 333.2 100 66.7 50 47.9 910 .81



  

 

 
(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。 

 
  

・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。 

  

・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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ― 社  除外  ― 社 (社名)

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 54,896株 24年３月期 54,896株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ ―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２Ｑ 54,896株 24年３月期２Ｑ 54,896株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成24年４月～平成24年９月）におけるわが国経済は、復興需要等を背景
に緩やかな景気回復の動きがあるものの、昨年までの補助金による需要の反動や新興国の経済減速等によ
り、急速に減速懸念が広がりました。デフレ基調が続き、消費者の低価格志向や節約志向による電子商取
引の普及や、タブレット端末やスマートフォン端末の利用の広がりで、インターネット上の広告はさらに
増加傾向にある等、厳しい経営環境が続いております。 
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、読者の行動ニーズを分析し

「ぱど家庭版」の発行エリア区分を見直すなど、広告効果を高めることに注力いたしました。また、ケー
タイメール配信を中心とした利用店向け集客・販促ツール「ぱど商売名人」のリニューアルを行いまし
た。 
この結果、情報誌関連事業の売上は堅調に推移しておりますが、現段階では営業支援関連事業につい

て、期首の想定より進捗に遅れがあり、当第２四半期連結累計期間における売上高は3,944,888千円（対
前年同期比3.8％増）となりました。利益面につきましては、営業損失71,419千円（前年同期は93,439千
円の損失）、経常損失64,375千円（前年同期は73,477千円の損失）、四半期純損失94,817千円（前年同期
は70,942千円の損失）となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度と比べて、3.6％減少し、2,443,804千円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が73,621千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、13.2％増加し、958,937千円となりました。これは、主として
ソフトウェアが54,273千円、敷金及び保証金が59,970千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0.6％増加し、3,402,741千円となりました。 

  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度と比べて、1.3％増加し、2,413,726千円となりました。これは、主として

未払金が45,789千円、１年内返済予定の長期借入金が54,760千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、22.6％増加し、437,849千円となりました。これは、主として
長期借入金が76,053千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4.1％増加し、2,851,575千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度と比べて、14.4％減少し、551,165千円となりました。これは、主とし

て、利益剰余金が94,817千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24年11月９日公表の「業績予想の修正に関するお知
らせ」を参照して下さい。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。 

  

  

(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、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
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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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,201,114 1,195,692

受取手形及び売掛金 942,450 868,828

有価証券 318,881 319,022

仕掛品 14,256 8,344

原材料及び貯蔵品 3,738 3,185

その他 77,546 68,064

貸倒引当金 △21,818 △19,334

流動資産合計 2,536,168 2,443,804

固定資産

有形固定資産 169,027 184,590

無形固定資産 217,902 248,418

投資その他の資産 460,185 525,928

固定資産合計 847,116 958,937

資産合計 3,383,285 3,402,741

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,174,407 1,129,511

短期借入金 424,400 406,400

1年内返済予定の長期借入金 275,880 330,640

未払法人税等 20,981 11,594

事務所移転費用引当金 － 28,000

その他 486,785 507,580

流動負債合計 2,382,454 2,413,726

固定負債

長期借入金 305,666 381,719

資産除去債務 36,337 39,469

その他 15,010 16,660

固定負債合計 357,013 437,849

負債合計 2,739,467 2,851,575
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９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 △326,403

株主資本合計 605,982 511,165

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,629 585

その他の包括利益累計額合計 1,629 585

少数株主持分 36,205 39,415

純資産合計 643,817 551,165

負債純資産合計 3,383,285 3,402,741
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 3,802,083 3,944,888

売上原価 2,177,118 2,215,274

売上総利益 1,624,965 1,729,614

販売費及び一般管理費 1,718,404 1,801,333

営業損失（△） △93,439 △71,719

営業外収益

受取利息 287 203

受取配当金 52 82

持分法による投資利益 20,044 14,039

受取手数料 416 332

違約金収入 1,851 914

貸倒引当金戻入額 13,096 －

その他 1,046 1,880

営業外収益合計 36,795 17,450

営業外費用

支払利息 8,355 8,822

解約手数料 6,174 920

その他 2,303 364

営業外費用合計 16,833 10,106

経常損失（△） △73,477 △64,375

特別利益

持分変動利益 846 －

特別利益合計 846 －

特別損失

固定資産除却損 － 2,348

事務所移転費用引当金繰入額 － 18,369

特別損失合計 － 20,717

税金等調整前四半期純損失（△） △72,631 △85,092

法人税、住民税及び事業税 3,446 6,502

法人税等調整額 11 11

法人税等合計 3,458 6,514

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,090 △91,606

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,147 3,210

四半期純損失（△） △70,942 △94,817
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 △76,090 △91,606

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 508 △1,044

その他の包括利益合計 508 △1,044

四半期包括利益 △75,582 △92,651

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △70,434 △95,861

少数株主に係る四半期包括利益 △5,147 3,210
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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（△） △72,631 △85,092

減価償却費及びその他の償却費 71,065 71,556

のれん償却額及び負ののれん償却額 37 815

持分法による投資損益（△は益） △20,044 △14,039

固定資産除却損 － 2,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,096 7,516

受取利息及び受取配当金 △339 △285

支払利息 8,355 8,822

売上債権の増減額（△は増加） 63,360 60,119

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,040 6,463

仕入債務の増減額（△は減少） △155,026 △44,896

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,839 △5,435

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 28,000

その他 △29,776 1,982

小計 △146,297 37,875

利息及び配当金の受取額 339 285

利息の支払額 △8,297 △8,783

法人税等の支払額 △3,603 △15,402

法人税等の還付額 21,727 1,901

営業活動によるキャッシュ・フロー △136,131 15,876

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 △3,400 △3,800

定期預金の払戻による収入 － 2,400

有価証券の取得による支出 △86 △76

有形固定資産の取得による支出 △189 △1,922

無形固定資産の取得による支出 △54,026 △58,514

敷金及び保証金の差入による支出 △517 △79,096

敷金及び保証金の回収による収入 475 18,733

その他 △4,189 △3,117

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,935 △125,394

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） △34,400 △18,000

長期借入れによる収入 260,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △131,205 △169,187

割賦債務の返済による支出 △10,285 △6,857

リース債務の返済による支出 △5,238 △3,195

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,870 102,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,196 △6,757

現金及び現金同等物の期首残高 1,242,144 1,216,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,122,947 1,209,980
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 該当事項はありません。 

  

 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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