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

25年3月期第3四半期 5,984 3.6 △57 ― △41 ― △70 ―

24年3月期第3四半期 5,779 △7.1 △76 ― △53 ― △62 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △65百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △64百万円 （―％）

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3四半期 △1,284.14 ―

24年3月期第3四半期 △1,140.94 ―

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3四半期 3,377 578 15.9 9,765.74
24年3月期 3,383 643 18.0 11,068.43

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  536百万円 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 ― 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 8,300 5.5 100 333.2 100 66.7 50 47.9 910.81



(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.２「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3Q 54,896 株 24年3月期 54,896 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q ― 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3Q 54,896 株 24年3月期3Q 54,896 株
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当第３四半期連結累計期間（平成24年４月～平成24年12月）におけるわが国経済は、企業業績、個人消
費が弱含みで雇用情勢にも厳しさが残るなど、依然、足踏みの状態が継続しております。為替や株式相場
におきましては、第２四半期と同様に欧州の財政問題の長期化、或いは米国経済の不透明さなどから円高
と株安傾向で推移しておりましたが、第３四半期後半には、新政権への期待感により為替相場は円安に転
じ、また、株式相場も上昇傾向を示すなど経済環境の改善気配を見せ始めました。しかしながら、先行き
の不透明感等から企業業績の回復や雇用情勢の改善には、まだまだ時間を要するものと思われます。 
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、主力である紙媒体の商品力の向上に注力いたしました。
10月には東京都の吉祥寺地域・立川地域で発行するフリーマガジン「吉祥寺ＥＣＣＯ!!」「多摩ＥＣＣ

Ｏ!!」の媒体ロゴ・誌面デザインのリニューアルと配布地域の拡大を行い、11月には池袋駅周辺で暮らす
単身者・ＤＩＮＫＳ層をターゲットとした情報誌「Ｕｒｂａｎ ＰＡＤＯ(アーバンぱど)」を創刊しまし
た。また千葉県津田沼地域において、新たに情報誌「ぱど」を発行いたしました。 
この結果、情報誌関連、配布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３四半期連結累計期間における売上高は5,984,381
千円（対前年同期比3.6％増）となりました。利益面につきましては、営業損失57,853千円（前年同期は
76,776千円の損失）、経常損失41,867千円（前年同期は53,436千円の損失）、四半期純損失70,494千円
（前年同期は62,633千円の損失）となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度と比べて、5.6％減少し、2,394,892千円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が119,130千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、16.0％増加し、982,815千円となりました。これは、主として
ソフトウェアが63,579千円、敷金及び保証金が59,960千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0.2％減少し、3,377,707千円となりました。 

  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度と比べて、1.0％増加し、2,407,276千円となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が14,429千円、短期借入金が27,600千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、9.8％増加し、391,957千円となりました。これは、主として長
期借入金が30,808千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2.2％増加し、2,799,234千円となりました。 
  
(純資産) 
純資産合計は、前連結会計年度と比べて、10.1％減少し、578,472千円となりました。これは、主とし

て、利益剰余金が70,494千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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,201,114 1,169,730

受取手形及び売掛金 942,450 823,319

有価証券 318,881 319,059

仕掛品 14,256 10,591

原材料及び貯蔵品 3,738 2,703

その他 77,546 87,543

貸倒引当金 △21,818 △18,056

流動資産合計 2,536,168 2,394,892

固定資産

有形固定資産 169,027 176,893

無形固定資産 217,902 269,577

投資その他の資産 460,185 536,344

固定資産合計 847,116 982,815

資産合計 3,383,285 3,377,707

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,174,407 1,188,836

短期借入金 424,400 452,000

1年内返済予定の長期借入金 275,880 290,024

未払法人税等 20,981 12,331

資産除去債務 － 3,796

その他 486,785 460,287

流動負債合計 2,382,454 2,407,276

固定負債

長期借入金 305,666 336,474

資産除去債務 36,337 35,631

その他 15,010 19,852

固定負債合計 357,013 391,957

負債合計 2,739,467 2,799,234
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31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 △302,080

株主資本合計 605,982 535,488

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,629 611

その他の包括利益累計額合計 1,629 611

少数株主持分 36,205 42,372

純資産合計 643,817 578,472

負債純資産合計 3,383,285 3,377,707
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 5,779,176 5,984,381

売上原価 3,279,955 3,389,222

売上総利益 2,499,220 2,595,158

販売費及び一般管理費 2,575,997 2,653,012

営業損失（△） △76,776 △57,853

営業外収益

受取利息 355 274

受取配当金 122 162

持分法による投資利益 29,555 24,361

受取手数料 593 489

違約金収入 2,763 2,319

貸倒引当金戻入額 11,335 －

その他 1,785 3,650

営業外収益合計 46,511 31,257

営業外費用

支払利息 12,858 13,383

解約手数料 7,934 1,150

その他 2,378 737

営業外費用合計 23,171 15,271

経常損失（△） △53,436 △41,867

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 704 2,348

事務所移転費用 － 6,569

特別損失合計 704 8,917

税金等調整前四半期純損失（△） △53,295 △50,784

法人税、住民税及び事業税 12,966 13,524

法人税等調整額 17 17

法人税等合計 12,984 13,542

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △66,280 △64,326

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,647 6,167

四半期純損失（△） △62,633 △70,494
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △66,280 △64,326

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,460 △1,018

その他の包括利益合計 1,460 △1,018

四半期包括利益 △64,819 △65,344

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △61,172 △71,512

少数株主に係る四半期包括利益 △3,647 6,167
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 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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