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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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３四半期 5,488 △4.7 △267 ― △268 ― △25 ―

27年３月期第３四半期 5,762 △7.2 △201 ― △173 ― △179 ―

(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 △23百万円 ( ― ％) 27年３月期第３四半期 △174百万円 ( ― ％)
　

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３四半期 △4.60 ―

27年３月期第３四半期 △32.61 ―
　

（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３四半期 3,198 555 15.9 92.53

27年３月期 3,463 579 15.4 97.14

(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 507百万円 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 ― 0.00 ―

28年３月期(予想) 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、対前期増減率)

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

通期 8,000 1.2 40 ― 30 ― 190 ― 34.61
(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３Ｑ 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３Ｑ ―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３Ｑ 5,489,600株 27年３月期３Ｑ 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府及び日銀の各種政策の効果により、企業収

益や雇用情勢が改善するなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、個人消費については、消費税

増税後の消費マインド低下、円安による物価上昇などの影響により、当社を取り巻く環境も、依然として厳しい状

況が続くと予想されます。

当社グループの属するフリーペーパー・フリーマガジン市場は、媒体及びターゲットの多様化が進んでおります

が、紙媒体だけでなくインターネット広告との価格競争が恒常化するなど、依然として厳しい経営環境が続いてお

ります。

このような状況の下、主にフリーペーパー事業において、家庭ポスティング型フリーペーパーの判型を平成27年

11月より、首都圏全域でタブロイド判に統一し、新規顧客の獲得、制作原価・印刷流通等原価のコスト削減に努め

てまいりましたが、当第３四半期連結累計期間における売上高は5,488,802千円(前年同期比4.7％減)となりました。

利益面につきましては、営業損失267,549千円(前年同期は201,908千円の損失)、経常損失268,681千円(前年同期は

173,129千円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失25,275千円(前年同期は179,012千円の損失)となりまし

た。

今後につきましては、上記の施策を推進し、さらに、労務費および経費の圧縮を継続することで利益の増加を図

ってまいります。

（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0.2％増加し、2,713,908千円となりました。これは主として現金及び預金の

増加250,822千円と、受取手形及び売掛金の減少291,944千円などによります。

固定資産は、前連結会計年度に比べ35.9％減少し、484,423千円となりました。これは主として関係会社株式が

252,777千円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7.7％減少し、3,198,332千円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べ11.8％減少し、1,878,003千円となりました。これは主として支払手形及び買

掛金が170,396千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1.2％増加し、764,794千円となりました。これは主として預り保証金が

16,000千円増加したことなどによります。

この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べ8.4％減少し、2,642,798千円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4.1％減少し、555,534千円となりました。これは主として親会社株主に

帰属する四半期純損失25,275千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

通期の連結業績予想に関する事項については、平成27年11月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

参照してください。

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。
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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、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３四半期連結累計期間

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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,309,866 1,560,688

受取手形及び売掛金 994,645 702,701

有価証券 318,908 318,963

仕掛品 13,592 14,279

原材料及び貯蔵品 2,485 2,016

その他 81,280 124,294

貸倒引当金 △12,361 △9,033

流動資産合計 2,708,416 2,713,908

固定資産

有形固定資産 112,318 96,808

無形固定資産 151,222 147,987

投資その他の資産

敷金及び保証金 166,843 166,720

その他 379,499 131,735

貸倒引当金 △54,544 △58,828

投資その他の資産合計 491,799 239,627

固定資産合計 755,340 484,423

資産合計 3,463,756 3,198,332

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,273,954 1,103,557

短期借入金 69,600 96,000

1年内返済予定の長期借入金 307,940 299,247

未払法人税等 4,829 9,228

その他 472,692 369,969

流動負債合計 2,129,016 1,878,003

固定負債

長期借入金 668,834 671,135

資産除去債務 44,756 45,254

その他 41,917 48,405

固定負債合計 755,507 764,794

負債合計 2,884,523 2,642,798

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 △336,329

株主資本合計 526,514 501,239

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 6,700

その他の包括利益累計額合計 6,731 6,700

非支配株主持分 45,986 47,594

純資産合計 579,232 555,534

負債純資産合計 3,463,756 3,198,332
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 5,762,140 5,488,802

売上原価 3,432,114 3,397,194

売上総利益 2,330,025 2,091,608

販売費及び一般管理費 2,531,934 2,359,158

営業損失（△） △201,908 △267,549

営業外収益

受取利息 256 295

受取配当金 222 222

持分法による投資利益 32,016 ―

受取手数料 484 469

違約金収入 5,167 4,749

その他 3,112 3,514

営業外収益合計 41,258 9,250

営業外費用

支払利息 11,909 9,621

解約手数料 ― 113

その他 570 648

営業外費用合計 12,479 10,382

経常損失（△） △173,129 △268,681

特別利益

投資有価証券売却益 1,747 239

関係会社株式売却益 ― 249,372

特別利益合計 1,747 249,612

特別損失

固定資産除却損 ― 125

投資有価証券評価損 562 ―

特別損失合計 562 125

税金等調整前四半期純損失（△） △171,945 △19,194

法人税、住民税及び事業税 3,399 4,472

法人税等合計 3,399 4,472

四半期純損失（△） △175,344 △23,667

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,668 1,607

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △179,012 △25,275
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純損失（△） △175,344 △23,667

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 881 △31

その他の包括利益合計 881 △31

四半期包括利益 △174,462 △23,698

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △178,130 △25,306

非支配株主に係る四半期包括利益 3,668 1,607
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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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