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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） 

 

(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2四半期 4,357 4.8 114 ― 120 ― 62 ―
24年3月期第2四半期 4,159 △0.9 △4 ― △11 ― △21 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 16百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △4百万円 （―％）

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 17.05 ―
24年3月期第2四半期 △5.92 ―

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 4,599 1,123 24.4
24年3月期 5,110 1,107 21.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,123百万円 24年3月期  1,107百万円

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 ― 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）

（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 8,835 △2.5 125 △34.0 136 △25.0 27 △60.0 7.52



(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  ：  無  
（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 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方
法等の変更の有無となります。 

(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。 

※  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   ：  無
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2Q 4,015,585 株 24年3月期 4,015,585 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 332,048 株 24年3月期 332,048 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,683,573 株 24年3月期2Q 3,683,573 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、東日本大震災の復興需要を背景に緩やかな回復

基調が見られるものの、欧州の財政危機による円高の長期化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、依然として企業の広告費抑制の状態が続き、印刷業界におきましては、

受注獲得に向けた価格競争が依然として続くなど厳しい状況となりました。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、グループ相互の融合を図りながら、チラシ

はもとより、販売促進活動全般を提案する独自の企画提案型営業を勧めてまいりしました。 

これにより、折込広告を中心に受注が増加したことにより売上高は前年を上回ることとなりました。 

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 43 億 57 百万円（前年同四半

期比 4.8％増）、連結営業利益は 1億 14 百万円（前年同四半期は 4百万円の連結営業損失）、連結経常

利益は 1億 20 百万円（前年同四半期は 11 百万円の連結経常損失）、連結四半期純利益は 62 百万円（前

年同四半期は 21 百万円の連結四半期純損失）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 売上高 

広告宣伝事業については、折込広告の受注増加により、35 億 24 百万円となり、前年同四半

期と比べ 2億 61 百万円（8.0％）の増収となりました。 

販売促進・エンターテイメント事業については、エンターテイメント関連の販売減少により、

9億 16 百万円となり、前年同四半期と比べ 1億 75 百万円（16.1％）の減収となりました。 

② 営業利益 

広告宣伝事業については、折込広告の受注増加により、1億 13 百万円となり、前年同四半期

と比べ 1億 41 百万円（前年同四半期は 27 百万円の営業損失）の増益となりました。 

販売促進・エンターテイメント事業については、エンターテイメント関連の販売減少により

5 百万円の営業損失となり、前年同四半期と比べ 22 百万円（前年同四半期は、17 百万円の営

業利益）の減収となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、25 億 64 百万円（前連結会計年度末は

30 億 4 百万円）となり、4億 39 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

会計年度末と比べ現金及び預金が42百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が3億31百万円、

原材料及び貯蔵品が 39 百万円、その他が 1 億 24 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２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、20 億 35 百万円（前連結会計年度末は

21 億 6 百万円）となり、71 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

年度末と比べ投資有価証券が 63 百万円、有形固定資産が 22 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２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、24 億 7百万円（前連結会計年度末は 28

億 67 百万円）となり、4 億 60 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

会計年度末と比べ賞与引当金が 14 百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が 3 億 65 百万円、

短期借入金が 47 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、10 億 68 百万円（前連結会計年度末は

11 億 35 百万円）となり、67 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

計年度末と比べ社債が 60 百万円減少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、11 億 23 百万円（前連結会計年度末は 11

億 7百万円）となり、16 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

度末と比べその他有価証券評価差額金が 46 百万円減少し、利益剰余金が 62 百万円増加したことに

よるものであります。 
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(3)連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成 24 年５月 15 日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更

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 

（減価償却方法の変更） 

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。 

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

3

㈱平賀（7863）　平成25年3月期　第２四半期決算短信



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 763,418 806,337

受取手形及び売掛金 1,608,237 1,276,839

有価証券 11,229 12,738

商品及び製品 54,230 60,085

仕掛品 84,481 91,124

原材料及び貯蔵品 139,700 100,532

その他 344,385 219,435

貸倒引当金 △1,639 △2,637

流動資産合計 3,004,043 2,564,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 526,072 511,624

土地 907,360 907,360

その他（純額） 91,240 82,692

有形固定資産合計 1,524,673 1,501,677

無形固定資産   

その他 76,414 74,511

無形固定資産合計 76,414 74,511

投資その他の資産   

投資有価証券 443,602 380,370

破産更生債権等 788,297 787,818

その他 62,033 78,487

貸倒引当金 △788,337 △787,818

投資その他の資産合計 505,595 458,857

固定資産合計 2,106,683 2,035,046

資産合計 5,110,726 4,599,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,584,031 1,218,771

短期借入金 728,800 681,600

未払法人税等 98,459 68,448

賞与引当金 83,200 97,800

その他 373,312 341,115

流動負債合計 2,867,803 2,407,734

固定負債   

社債 360,000 300,000

退職給付引当金 537,637 550,709

その他 237,820 217,589
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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) 

固定負債合計 1,135,458 1,068,299

負債合計 4,003,261 3,476,034

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 923,598 986,403

自己株式 △259,756 △259,756

株主資本合計 1,523,338 1,586,144

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 134,320 87,518

土地再評価差額金 △550,194 △550,194

その他の包括利益累計額合計 △415,874 △462,676

純資産合計 1,107,464 1,123,468

負債純資産合計 5,110,726 4,599,502
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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 4,159,289 4,357,666

売上原価 3,338,092 3,413,615

売上総利益 821,196 944,051

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 302,609 299,164

賞与引当金繰入額 31,762 34,367

退職給付費用 7,219 8,282

その他 483,907 487,962

販売費及び一般管理費合計 825,499 829,777

営業利益又は営業損失（△） △4,302 114,274

営業外収益   

受取利息 2,824 1,647

受取配当金 3,951 4,343

受取家賃 4,309 4,734

作業くず売却益 4,490 5,627

その他 4,303 1,731

営業外収益合計 19,879 18,083

営業外費用   

支払利息 13,136 11,165

社債発行費 6,774 －

投資事業組合運用損 6,850 830

その他 1 280

営業外費用合計 26,763 12,276

経常利益又は経常損失（△） △11,186 120,080

特別利益   

固定資産売却益 142 －

受取補填金 － 7,985

特別利益合計 142 7,985

特別損失   

固定資産除却損 2,206 213

投資有価証券償還損 2,126 －

特別損失合計 4,332 213

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（△）

△15,376 127,852

法人税、住民税及び事業税 7,965 63,391

法人税等調整額 △1,522 1,655

法人税等合計 6,442 65,047

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（△）

△21,819 62,805

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,819 62,805
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△21,819 62,805

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 17,061 △46,802

その他の包括利益合計 17,061 △46,802

四半期包括利益 △4,757 16,003

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,757 16,003

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△15,376 127,852

減価償却費 38,071 30,011

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35 479

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,049 14,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,650 13,072

受取利息及び受取配当金 △6,776 △5,990

支払利息 13,136 11,165

社債発行費 6,774 －

投資有価証券償還損益（△は益） 2,126 －

固定資産売却損益（△は益） △142 －

固定資産除却損 2,206 213

売上債権の増減額（△は増加） △145,353 331,876

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,518 26,669

仕入債務の増減額（△は減少） 27,854 △365,955

その他 52,621 81,610

小計 41,396 265,606

利息及び配当金の受取額 6,774 5,990

利息の支払額 △12,696 △11,350

受取和解金 4,500 －

受取補填金 － 7,985

法人税等の支払額 △10,809 △89,323

法人税等の還付額 147 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,311 178,909

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △27,477 △5,169

有形及び無形固定資産の売却による収入 142 －

投資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 △3,658 △3,811

貸付けによる支出 △2,300 －

貸付金の回収による収入 1,827 2,043

その他 △5,189 △20,208

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,781 △27,145

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） △306,000 △47,200

長期借入金の返済による支出 △69,950 －

社債の発行による収入 293,225 －

社債の償還による支出 △47,500 △60,000

配当金の支払額 △111,687 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー △241,911 △107,335
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（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △231,381 44,428

現金及び現金同等物の期首残高 911,939 774,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 680,557 819,075
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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 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．セグメント利益又は損失は、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。 

 

Ⅱ 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）  

 

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 3,516,337 841,329 4,357,666 － 4,357,666

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
7,898 75,408 83,307 △83,307 －

計 3,524,236 916,737 4,440,974 △83,307 4,357,666

セグメント利益 

又は損失(△) 
113,192 △5,038 108,154 6,120 114,274

（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．セグメント利益又は損失は、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。 

 

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成24年７月20日付で、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を315,177

千円減少し、全額をその他資本剰余金へ振り替えました。また、同日付けで、利益準備金を 94,313

千円減少し、全額を繰越利益剰余金へ振り替えました。 

 

                                      以   上 
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