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1.  平成26年6月期第1四半期の業績（平成25年7月1日～平成25年9月30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 ％

26年6月期第1四半期 789 △1.2 101 △16.3 107 △14.9 64 △10.8
25年6月期第1四半期 799 △3.0 121 △3.2 126 △0.8 72 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

26年6月期第1四半期 11.65 ―
25年6月期第1四半期 13.06 ―

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

26年6月期第1四半期 3,094 2,490 80.5 451.11
25年6月期 3,091 2,477 80.1 448.69
（参考） 自己資本 26年6月期第1四半期 2,490百万円 25年6月期 2,477百万円

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

25年6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成26年 6月期の業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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) 1,654 4.6 253 17.6 261 15.6 143 7.8 26.07
通期 3,370 4.4 524 11.6 540 10.1 297 2.8 53.80



(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

(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 ： 無
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） 26年6月期1Q 5,575,320 株 25年6月期 5,575,320 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 54,686 株 25年6月期 54,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 5,520,634 株 25年6月期1Q 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）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年末の政権交代以降、政府による経済対策や金融政策により円

高是正が進み、輸出産業を中心とした企業業績に回復傾向が見られますが、中小企業の業績や個人の所得は未だ低

迷した状態にあり、先行きの景気回復については、依然として不透明な状況で推移しております。

当社が属するフリーペーパー業界におきましては、デジタルメディアが進展する中で、媒体の多様化・選別化が

進み、価格競争が恒常化するなど、厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中、当社では、当第１四半期累計期間は前年度に引き続き地域に密着したニュースや話題を豊

富に掲載するとともに、紙面への広告販売に加え「Ｗeb版タウンニュース」や「政治の村」などＷeb関連の営業活

動も積極的に進めた結果、広告の受注単価は若干上昇いたしました。

しかし、今年７月より隔週発行から毎週発行に切り替えたばかりの横浜市の泉区版、栄区版、南区版、磯子区版

の４地区版などの地域への浸透度が今一歩進まず、広告の受注件数が想定を下回る等、都市部において苦戦を強い

られ、タウンニュース全体の売上高は前年同期実績を下回りました。

利益につきましては、売上原価は前年同期より抑えたものの、売上高の減少と販売管理費の増加を吸収しきれ

ず、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに、前年同期を下回りました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高789百万円（前年同期比1.2％減）、営業利益101百万円

（前年同期比16.3％減）、経常利益107百万円（前年同期比14.9％減）、四半期純利益64百万円（前年同期比

10.8％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ2百万円増加し、3,094百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が25百万円、その他流動資産が14百万円減少したものの、投資有価証券が63百万円増加したこと

によるものであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末に比べ10百万円減少し、604百万円となりました。これは主

に、賞与引当金が46百万円増加したものの、未払法人税等が32百万円、退職給付引当金が14百万円減少したことに

よるものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ13百万円増加し、2,490百万円となりました。これは

利益剰余金が9百万円、その他有価証券評価差額金が4百万円増加したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点におきましては、平成25年8月9日に「平成25年6月期決算短信（非連結）」で公表いたしました第２四半

期累計期間及び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、第２四半期累計期

間及び通期の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

該当事項はありません。

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25年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,141,217 1,116,009

受取手形及び売掛金 269,898 265,393

仕掛品 421 87

その他 86,003 71,757

貸倒引当金 △5,667 △4,255

流動資産合計 1,491,872 1,448,993

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 422,511 417,051

土地 381,747 381,747

その他（純額） 50,094 48,517

有形固定資産合計 854,353 847,315

無形固定資産 28,909 26,696

投資その他の資産

投資有価証券 102,264 165,364

投資不動産（純額） 325,211 323,236

その他 295,088 287,925

貸倒引当金 △5,868 △4,882

投資その他の資産合計 716,696 771,643

固定資産合計 1,599,959 1,645,655

資産合計 3,091,831 3,094,648

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 61,887 58,880

未払法人税等 88,709 56,417

賞与引当金 24,286 71,055

その他 186,327 178,606

流動負債合計 361,209 364,961

固定負債

長期未払金 95,390 95,390

退職給付引当金 147,907 133,607

その他 10,280 10,280

固定負債合計 253,577 239,277

負債合計 614,787 604,238



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年９月30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 1,502,511 1,511,647

自己株式 △14,449 △14,449

株主資本合計 2,471,108 2,480,244

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,936 10,166

評価・換算差額等合計 5,936 10,166

純資産合計 2,477,044 2,490,410

負債純資産合計 3,091,831 3,094,648



（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 799,819 789,888

売上原価 290,382 289,497

売上総利益 509,437 500,390

販売費及び一般管理費 387,995 398,729

営業利益 121,441 101,661

営業外収益

受取利息 519 337

不動産賃貸料 3,165 5,445

その他 2,009 1,878

営業外収益合計 5,694 7,660

営業外費用

不動産賃貸費用 565 1,975

保険解約損 486 －

営業外費用合計 1,052 1,975

経常利益 126,084 107,346

特別利益

固定資産売却益 － 60

特別利益合計 － 60

特別損失

固定資産売却損 － 180

特別損失合計 － 180

税引前四半期純利益 126,084 107,225

法人税、住民税及び事業税 68,006 53,143

法人税等調整額 △14,030 △10,260

法人税等合計 53,975 42,882

四半期純利益 72,108 64,342



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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