
平成25年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成25年4月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 タウンニュース社 上場取引所 大
コード番号 2481 URL http://www.townnews.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 宇山 知成
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営管理部長 （氏名） 田中 昌克 TEL 045-913-4111
四半期報告書提出予定日 平成25年5月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年6月期第3四半期の業績（平成24年7月1日～平成25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 ％

25年6月期第3四半期 2,460 △3.7 422 △10.5 437 △8.1 255 45.5
24年6月期第3四半期 2,556 7.7 471 44.1 476 43.7 175 △1.6

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6月期第3四半期 46.25 ―
24年6月期第3四半期 31.79 ―

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6月期第3四半期 3,066 2,437 79.5 441.57
24年6月期 2,948 2,237 75.9 405.26
（参考） 自己資本 25年6月期第3四半期 2,437百万円 24年6月期 2,237百万円

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年6月期 ― 0.00 ―
25年6月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成25年 6月期の業績予想（平成24年 7月 1日～平成25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 3,370 2.7 530 7.1 540 6.7 297 53.9 53.89



(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

（注）「四半期財務諸表の用語、株式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報(注記
事項)に関する事項(２)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。

(3) 発行済株式数（普通株式）

※  注記事項

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6月期3Q 5,575,320 株 24年6月期 5,575,320 株
② 期末自己株式数 25年6月期3Q 54,686 株 24年6月期 54,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期3Q 5,520,634 株 24年6月期3Q 5,520,634 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
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、安倍新政権の積極的な金融緩和等の政策に対する期待感から円高

の緩和、株高が進展し、一部業種で景気回復の兆しが見られるものの、欧州債務危機や中国をはじめとする新興国

の減速等の影響もあり、まだまだ厳しい状況が続いております。

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、厳選した地域の話題を紙面に豊富に掲載す

ることで同業他社との差別化を図るとともに、紙面への広告出稿と併せてＷeb版タウンニュースなどＷeb関連広告

を積極的に販売いたしました。

その結果、売上高につきましては、Ｗeb関連の広告は堅調に販売が伸張しましたが、主力の紙面の広告販売は、

前年度比較的多かった官公庁・団体等の受注が減少したことに加え、建設・不動産関連等の業種以外が苦戦を強い

られたことにより、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期を下回ることとなりました。

利益につきましては、適宜発行頁数を適正化させる等原価を抑える努力をしましたが、売上高の低迷により営業

利益・経常利益ともに前年同期を下回りました。

一方、四半期純利益は、法人税減税の影響と前年は土地の減損損失を計上したこともあり、前年同期を上回りま

した。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高2,460百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益422百万円

（前年同期比10.5％減）、経常利益437百万円（前年同期比8.1％減）、四半期純利益255百万円（前年同期比

45.5％増）となりました。

（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118百万円増加し、3,066百万円となりました。これは

主に、現金及び預金が15百万円、有価証券が99百万円、その他投資その他資産が193百万円減少したものの、有形

固定資産が81百万円、投資有価証券が31百万円、投資不動産が286百万円増加したことによるものであります。

（負債）

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ82百万円減少し、628百万円となりました。これは主

に、賞与引当金が45百万円増加したものの、未払法人税等が47百万円、その他流動負債が45百万円、退職給付引当

金が32百万円減少したことによるものであります。

（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200百万円増加し、2,437百万円となりました。これは

主に、利益剰余金の増加によるものであります。

（３）業績予想に関する定性的情報

現時点におきましては、平成24年8月10日に「平成24年6月期決算短信（非連結）」で公表いたしました通期の業

績予想に変更はございません。今後の経済情勢及び業績の推移により、通期の業績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

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年７月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,052,205 1,036,903

受取手形及び売掛金 252,889 253,905

有価証券 299,577 199,997

仕掛品 310 62

原材料及び貯蔵品 234 －

その他 54,801 76,539

貸倒引当金 △5,310 △6,350

流動資産合計 1,654,708 1,561,058

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 257,623 428,458

土地 464,062 381,747

その他（純額） 62,507 55,841

有形固定資産合計 784,192 866,048

無形固定資産 32,689 31,267

投資その他の資産

投資有価証券 19,984 50,984

投資不動産（純額） 41,102 327,317

その他 428,431 234,621

貸倒引当金 △12,895 △4,826

投資その他の資産合計 476,621 608,097

固定資産合計 1,293,503 1,505,412

資産合計 2,948,211 3,066,470

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 66,453 64,063

未払法人税等 131,958 84,717

賞与引当金 23,346 68,456

その他 204,033 158,727

流動負債合計 425,792 375,964

固定負債

長期未払金 100,528 95,390

退職給付引当金 179,599 147,092

その他 5,000 10,280

固定負債合計 285,127 252,762

負債合計 710,920 628,726



（単位：千円）

前事業年度
(平成24年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25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 1,268,694 1,468,819

自己株式 △14,449 △14,449

株主資本合計 2,237,291 2,437,415

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 328

評価・換算差額等合計 － 328

純資産合計 2,237,291 2,437,744

負債純資産合計 2,948,211 3,066,470



（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23年７月１日
至 平成24年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 2,556,330 2,460,863

売上原価 916,964 886,304

売上総利益 1,639,365 1,574,559

販売費及び一般管理費 1,167,704 1,152,422

営業利益 471,661 422,136

営業外収益

受取利息 1,707 1,119

投資有価証券売却益 － 5,324

不動産賃貸料 1,404 13,912

助成金収入 600 －

その他 2,616 14,264

営業外収益合計 6,328 34,620

営業外費用

不動産賃貸費用 1,184 4,142

保険解約損 447 486

その他 － 14,158

営業外費用合計 1,632 18,788

経常利益 476,357 437,969

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 114 30

固定資産除却損 1,053 1,316

減損損失 80,000 －

特別損失合計 81,168 1,347

税引前四半期純利益 395,316 436,621

法人税、住民税及び事業税 214,219 184,312

法人税等調整額 5,573 △3,021

法人税等合計 219,793 181,291

四半期純利益 175,523 255,330



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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