
平成28年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成27年８月７日

上 場 会 社 名 株式会社ぱど 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 4833 URL http://www.pado.co.jp

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)渡瀬 ひろみ

問合せ先責任者 (役職名)専務取締役経営統括本部長 (氏名)石川 雅夫 (TEL) 03-6694-9810

四半期報告書提出予定日 平成27年８月７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

　

(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年６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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第１四半期 1,857 △2.1 △140 ― △141 ― 88 ―

27年３月期第１四半期 1,896 △10.2 △72 ― △62 ― △65 ―

(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 89百万円 ( ― ％) 27年３月期第１四半期 △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

28年３月期第１四半期 16.20 ―

27年３月期第１四半期 △11.87 ―
　

（２）連結財政状態
　

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

28年３月期第１四半期 3,378 669 18.4 113.48

27年３月期 3,463 579 15.4 97.14

(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 622百万円 27年３月期 533百万円
　

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

27年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

28年３月期 ―

28年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 3,900 1.6 △80 ― △80 ― 100 ― 18.22

通期 8,500 7.6 150 ― 150 ― 360 ― 65.58
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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
（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 ： 無

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) 28年３月期１Ｑ 5,489,600株 27年３月期 5,489,600株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ ―株 27年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 5,489,600株 27年３月期１Ｑ 5,489,600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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続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、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「当四半期決算に関する

定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

平成28年３月期第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や原油価格の下落等の効果により

緩やかな回復基調にあるものの、円安の進行による物価の上昇や、消費税増税の影響の長期化から個人消費が伸び悩

むなど、依然として先行き不透明な状況にあります。

情報産業においては、昨今の新聞購読率の低下により、当社の家庭配布版フリーペーパーおよび家庭配布版に折り

込むチラシサービスの商品価値が相対的に向上したという好材料があったものの、スマートフォンおよび情報系アプ

リの普及が一段と加速したことで、一部の業種領域の広告獲得に大きな影響を受けています。

こういった市場環境を鑑み、当社では、家庭配布型のプッシュメディアである強みを活かした成長戦略の実行と、

選択と集中による経営基盤の再構築を進めてまいりました。

「家庭配布版」の一般家庭へのリーチ力を生かして、新聞折込チラシ市場、地元主婦求人（パート・アルバイト）

市場を獲得するべく、折込チラシ商品、求人商品の販促を強化致しました。逆に、外出時におけるスマートフォンの

情報接触や時間消費と競合する、駅コンコース設置を中心とした「ラック版」は、一部撤退を含む縮小を決定いたし

ました。

しかしながら、昨年４月に施行された消費増税による消費動向の低迷、それによる店舗様の広告の手控え、そして

主力商品であるぱどの家庭配布版におきましては、家庭配布版週刊化の投資増加や、美容室を中心とした美容系業種

の受注が減少したことにより、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,857,892千円(前年同期比2.1％減)とな

りました。利益面につきましては、営業損失140,853千円(前年同期は72,655千円の損失)、経常損失141,585千円(前

年同期は62,819千円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益88,932千円(前年同期は65,165千円の損失)となり

ました。

なお、当連結累計期間に当社の関連会社であるソフトブレーン・フィールド株式会社の全株式を、ソフトブレー

ン・フィールド株式会社およびソフトブレーン株式会社に譲渡いたしました。これにより、関係会社株式売却益とし

て連結で249,372千円の特別利益を計上しております。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前連結会計年度に比べ5.8％増加し、2,865,339千円となりました。これは主として有価証券が

200,017千円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度に比べ32.1％減少し、513,151千円となりました。これは主として関係会社株式

252,777千円の減少したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ2.5％減少し、3,378,491千円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べ5.0％減少し、2,023,354千円となりました。これは主として支払手形及び買

掛金が89,741千円、１年内返済予定長期借入金が21,600千円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度に比べて9.2％減少し、685,910千円となりました。これは主として長期借入金が

66,385千円減少したことなどによります。

この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べ6.1％減少し、2,709,264千円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ15.5％増加し、669,226千円となりました。これは主として親会社株主に

帰属する四半期純利益88,932千円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年５月15日付の決算短信で公表いたしました、平成28年３月期の業績予測から数値の変更はございません。

　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。
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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

　 該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

・第１四半期連結会計期間より、当社が所有していた全株式を売却したソフトブレーン・フィールド株式会社を

持分法の適用範囲から除いております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 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

　 （会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から

非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,309,866 1,390,573

受取手形及び売掛金 994,645 842,706

有価証券 318,908 518,926

仕掛品 13,592 11,752

原材料及び貯蔵品 2,485 2,437

その他 81,280 108,890

貸倒引当金 △12,361 △9,945

流動資産合計 2,708,416 2,865,339

固定資産

有形固定資産 112,318 107,184

無形固定資産 151,222 165,290

投資その他の資産

敷金及び保証金 166,843 166,734

その他 379,499 128,759

貸倒引当金 △54,544 △54,817

投資その他の資産合計 491,799 240,677

固定資産合計 755,340 513,151

資産合計 3,463,756 3,378,491

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,273,954 1,184,212

短期借入金 69,600 120,000

1年内返済予定の長期借入金 307,940 286,340

未払法人税等 4,829 11,381

その他 472,692 421,419

流動負債合計 2,129,016 2,023,354

固定負債

長期借入金 668,834 602,449

資産除去債務 44,756 44,921

その他 41,917 38,539

固定負債合計 755,507 685,910

負債合計 2,884,523 2,709,264

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 △311,053 △222,121

株主資本合計 526,514 615,447

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,731 7,501

その他の包括利益累計額合計 6,731 7,501

非支配株主持分 45,986 46,277

純資産合計 579,232 669,226

負債純資産合計 3,463,756 3,378,491
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 1,896,969 1,857,892

売上原価 1,116,448 1,186,420

売上総利益 780,520 671,472

販売費及び一般管理費 853,176 812,326

営業損失（△） △72,655 △140,853

営業外収益

受取利息 69 52

受取配当金 112 112

持分法による投資利益 10,575 ―

受取手数料 160 158

違約金収入 1,870 2,027

その他 1,140 699

営業外収益合計 13,927 3,049

営業外費用

支払利息 4,024 3,314

解約手数料 ― 100

その他 66 366

営業外費用合計 4,091 3,780

経常損失（△） △62,819 △141,585

特別利益

関係会社株式売却益 ― 249,372

特別利益合計 ― 249,372

特別損失

投資有価証券評価損 562 ―

特別損失合計 562 ―

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（△）

△63,381 107,787

法人税、住民税及び事業税 1,109 18,563

法人税等合計 1,109 18,563

四半期純利益又は四半期純損失（△） △64,491 89,223

非支配株主に帰属する四半期純利益 673 291

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△65,165 88,932
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △64,491 89,223

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 366 770

その他の包括利益合計 366 770

四半期包括利益 △64,125 89,993

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △64,799 89,702

非支配株主に係る四半期包括利益 673 291
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（３）四半期連結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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。
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