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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）

(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
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 2,039 △4.2 △35 ― △29 ― △25 ―
27年3月期第1四半期 2,129 2.8 △20 ― △13 ― △14 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 △20百万円 （―％） 27年3月期第1四半期 △8百万円 （―％）

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 △6.75 ―
27年3月期第1四半期 △3.95 ―

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 4,445 1,709 38.3 452.98
27年3月期 4,554 1,733 37.9 460.05
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 1,701百万円 27年3月期 1,725百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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、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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 9,500 2.5 210 13.7 230 14.0



(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中です。

※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「連結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。

※ 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） 28年3月期1Q 6,078,000 株 27年3月期 6,078,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 2,321,327 株 27年3月期 2,328,327 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 3,750,992 株 27年3月期1Q 3,737,673 株
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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

当第１四半期連結累計期間（平成27年４月～６月）におけるわが国経済は、企業収益や所得環境

の改善により緩やかな回復基調となり、当社グループ商勢圏におきましても、個人消費や観光事業

の改善から緩やかな持ち直しの動きがみられました。

このような状況のなか、当社グループにおきましては、中期経営ビジョン『コミュニケーション

効果№1、地域シェア№1』のもと顧客志向の営業活動を積極的に展開いたしました。その結果、建

築業、小売業において安定した広告出稿があったほか、地域振興券の発行に関するプロモーション

活動の実施などがありました。しかしながら、各企業とも広告費用投下時期についてより慎重であ

ったため、当第１四半期連結累計期間におきましては広告出稿量が減少し、当社グループの売上高

は2,039百万円（前年同期比95.8％）となりました。

当社グループにおきましては、出稿量減少による影響を最小限に留めるため、クロスメディア展

開や広告手法を駆使した付加価値の高いサービスの提案に努めた結果、売上総利益率が前年同期に

比べ1.3ポイント改善し、売上総利益は366百万円（前年同期比103.2％）となりました。また、当

第１四半期から連結の範囲に含めた子会社の費用の計上や、今年６月に創刊を迎えたフリーペーパ

ーの発行に関する初期費用の計上などがあり、販売費及び一般管理費が402百万円、前年同期比

107.0％となった結果、営業利益は35百万円の損失（前年同期は20百万円の営業損失）、経常利益は

29百万円の損失（前年同期は13百万円の経常損失）、税金等を差し引いた親会社株主に帰属する四

半期純利益は25百万円の損失（前年同期は14百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となり

ました。

　
（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は4,445百万円となり、前連結会計年度末に比べ108

百万円の減少となりました。

資産の部では、受取手形及び売掛金の減少と短期借入金の増加による現金及び預金の増加を主な

要因として、流動資産は前連結会計年度末に比べ117百万円減少し、2,297百万円となりました。ま

た、当第１四半期から連結の範囲に含めた子会社の有形固定資産の計上と株式市場の回復による投

資有価証券の時価上昇を主な要因として、固定資産は前連結会計年度末に比べ８百万円増加し、

2,148百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金の減少と短期借入金の増加を主な要因として、流動負債は前

連結会計年度末に比べ69百万円減少し、1,735百万円となりました。また、長期借入金の返済を主

な要因として、固定負債は前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、1,000百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し、1,709百万円となりました。これは主

に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上と期末配当金の支払い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

当社グループの業績につきましては、年後半のウェイトが例年高い傾向にあり、当第１四半期の

損失につきましては当初予想通りであります。よって、当社グループの通期業績に影響を与えるも

のではなく、平成27年５月13日に公表いたしました連結業績予想からの変更はありません。

　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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

結累計期間については、四半期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 958,637 1,093,750

受取手形及び売掛金 1,344,048 1,069,817

商品及び製品 5,551 6,742

仕掛品 21,110 38,061

原材料及び貯蔵品 7,795 1,119

その他 79,998 89,730

貸倒引当金 △2,366 △1,803

流動資産合計 2,414,776 2,297,419

固定資産

有形固定資産

土地 837,618 837,618

その他（純額） 325,129 338,894

有形固定資産合計 1,162,747 1,176,512

無形固定資産

のれん 39,000 36,000

その他 26,515 26,673

無形固定資産合計 65,515 62,673

投資その他の資産

投資不動産（純額） 581,274 579,162

その他 349,535 348,995

貸倒引当金 △19,753 △19,069

投資その他の資産合計 911,056 909,089

固定資産合計 2,139,319 2,148,275

資産合計 4,554,095 4,445,694
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(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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,359,968 1,129,816

短期借入金 70,000 270,000

1年内返済予定の長期借入金 96,508 91,510

未払法人税等 4,365 173

賞与引当金 70,436 40,781

返品調整等引当金 1,530 1,386

その他 202,404 201,578

流動負債合計 1,805,213 1,735,246

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 471,106 449,488

退職給付に係る負債 157,730 160,164

役員退職慰労引当金 2,621 2,876

その他 83,838 88,216

固定負債合計 1,015,296 1,000,746

負債合計 2,820,509 2,735,992

純資産の部

株主資本

資本金 294,868 294,868

資本剰余金 196,136 196,752

利益剰余金 1,520,038 1,490,655

自己株式 △318,779 △317,827

株主資本合計 1,692,264 1,664,449

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,681 39,881

退職給付に係る調整累計額 △2,916 △2,627

その他の包括利益累計額合計 32,765 37,254

新株予約権 8,556 7,998

純資産合計 1,733,585 1,709,702

負債純資産合計 4,554,095 4,445,694
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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)

売上高 2,129,686 2,039,711

売上原価 1,774,330 1,673,023

売上総利益 355,356 366,687

販売費及び一般管理費 376,249 402,473

営業損失（△） △20,893 △35,785

営業外収益

受取利息 7 91

受取配当金 2,840 1,109

投資不動産賃貸料 10,820 10,833

その他 1,413 1,686

営業外収益合計 15,082 13,720

営業外費用

支払利息 2,968 2,475

不動産賃貸費用 4,372 4,211

その他 582 604

営業外費用合計 7,924 7,292

経常損失（△） △13,735 △29,357

特別利益

固定資産売却益 - 131

新株予約権戻入益 124 124

その他 6 -

特別利益合計 130 255

特別損失

固定資産除却損 28 -

特別損失合計 28 -

税金等調整前四半期純損失（△） △13,633 △29,101

法人税、住民税及び事業税 930 1,517

法人税等調整額 206 △5,301

法人税等合計 1,137 △3,784

四半期純損失（△） △14,770 △25,317

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △14,770 △25,317

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,295 4,200

退職給付に係る調整額 592 288

その他の包括利益合計 5,887 4,489

四半期包括利益 △8,883 △20,828

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,883 △20,828

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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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