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1. 平成29年12月期第3四半期の連結業績（平成28年12月21日～平成29年9月20日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

29年12月期第3四半期 2,650 △10.0 144 △48.6 161 △45.9 182 0.5

28年12月期第3四半期 2,944 △5.7 280 △17.9 297 △14.4 182 △13.9

（注）包括利益 29年12月期第3四半期　　153百万円 （1.5％） 28年12月期第3四半期　　151百万円 （△29.4％）

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

29年12月期第3四半期 25.30 ―

28年12月期第3四半期 25.18 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年12月期第3四半期 8,371 7,232 86.4

28年12月期 8,544 7,282 85.2

（参考）自己資本 29年12月期第3四半期 7,232百万円 28年12月期 7,282百万円

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

28年12月期 ― 10.20 ― 9.20 19.40

29年12月期 ― 19.10 ―

29年12月期（予想） 22.80 41.90

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成28年12月期第2四半期末配当金の内訳　　　　普通配当5.20円　記念配当 5.00円

平成28年12月期期末配当金の内訳　　　　　　　　　普通配当4.20円　記念配当 5.00円

平成29年12月期第2四半期末配当金の内訳　　　　普通配当4.10円　記念配当15.00円

平成29年12月期期末配当金予想の内訳　　　　　　普通配当7.80円　記念配当15.00円

3. 平成29年12月期の連結業績予想（平成28年12月21日～平成29年12月20日）

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 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 3,439 △12.5 129 △67.9 154 △63.8 167 △38.0 23.13

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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（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 ： 有

(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 ： 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

(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） 29年12月期3Q 7,398,000 株 28年12月期 7,398,000 株

② 期末自己株式数 29年12月期3Q 164,976 株 28年12月期 164,976 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期3Q 7,233,024 株 28年12月期3Q 7,233,024 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な雇用・所得情勢などを受け、個人消費の増勢加速が見

られる等、緩やかな回復基調が続いているものの、米国トランプ政権の政策運営や北朝鮮情勢の不透明感から、輸

出の下振れリスクの排除ができない等、その先行きは不透明な状況にあります。

このような中、当社グループは各分野において情報誌からWEBへのシフトによるインターネット事業の強化、ま

た、TVCMの実施によるシェアの回復、拡大に努めました。この結果、求人関連情報におけるインターネットサービ

ス及び住宅関連情報における家づくり相談、紹介サービスの成長等がありました。しかしながら、クーポン関連情

報及びブライダル関連情報における情報誌の収益力低下により、営業収益は26億５千万円（前年同期比10.0％減）

となり、営業利益は１億４千４百万円（前年同期比48.6％減）、経常利益は１億６千１百万円（前年同期比45.9％

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億８千２百万円（前年同期比0.5％増）となりました。

なお、当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、

セグメント情報の記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間の総資産は前連結会計年度から１億７千３百万円減少し、83億７千１百万円となりま

した。流動資産は前連結会計年度から７千３百万円減少し、56億９千９百万円となりました。この主な要因は、現

金及び預金の減少１千６百万円並びに受取手形及び売掛金の減少５千４百万円等によるものであります。固定資産

は前連結会計年度から１億円減少し、26億７千１百万円となりました。これは主に、減価償却による建物及び構築

物の減少１千８百万円及び機械装置及び運搬具の減少２千万円並びに投資その他の資産その他の減少７千６百万円

等によるものであります。

負債総額は前連結会計年度から１億２千２百万円減少し、11億３千９百万円となりました。流動負債は前連結会

計年度から１億２千３百万円減少し、８億１百万円となりました。これは主に、未払金の減少６千８百万円、未払

法人税等の減少４千１百万円、前受金の減少２千４百万円及び買掛金の減少２千３百万円並びに賞与引当金の増加

４千５百万円等によるものであります。固定負債は前連結会計年度から１百万円増加し、３億３千７百万円となり

ましたが、この主な要因は退職給付に係る負債の増加２百万円等によるものであります。

純資産は前連結会計年度から５千万円減少し、72億３千２百万円となり、この結果、自己資本比率は86.4%とな

りました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年７月６日の「平成29年12月期第２四半期決算短信」で公表した平成29年12月期の連結業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正及び投資有価証券売却益の計上に関するお知ら

せ」をご参考下さい。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,338,773 5,321,892

受取手形及び売掛金 405,994 351,122

製品 1,466 2,157

仕掛品 622 775

原材料及び貯蔵品 9,359 7,394

その他 18,909 18,444

貸倒引当金 △2,271 △1,995

流動資産合計 5,772,853 5,699,791

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 631,560 612,654

機械装置及び運搬具（純額） 125,904 105,352

土地 1,601,238 1,601,238

その他（純額） 13,926 31,476

有形固定資産合計 2,372,630 2,350,722

無形固定資産

その他 32,072 30,291

無形固定資産合計 32,072 30,291

投資その他の資産

その他（純額） 367,901 291,377

貸倒引当金 △1,037 △1,085

投資その他の資産合計 366,863 290,291

固定資産合計 2,771,566 2,671,305

資産合計 8,544,420 8,371,097

負債の部

流動負債

買掛金 97,014 73,427

未払金 393,870 325,254

未払法人税等 75,551 34,141

前受金 318,043 293,236

賞与引当金 1,335 47,228

その他 39,162 28,094

流動負債合計 924,977 801,381

固定負債

役員退職慰労引当金 210,101 209,351

退職給付に係る負債 63,971 65,998

資産除去債務 35,198 37,103

その他 27,329 25,242

固定負債合計 336,600 337,695

負債合計 1,261,578 1,139,077
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年９月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,705 983,705

利益剰余金 5,260,689 5,238,989

自己株式 △76,761 △76,761

株主資本合計 7,177,669 7,155,968

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 105,172 76,050

その他の包括利益累計額合計 105,172 76,050

純資産合計 7,282,841 7,232,019

負債純資産合計 8,544,420 8,371,097
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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27年12月21日
　至 平成28年９月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年12月21日
　至 平成29年９月20日)

営業収益 2,944,167 2,650,504

営業原価 2,285,888 2,116,097

営業総利益 658,279 534,406

販売費及び一般管理費 377,567 390,118

営業利益 280,712 144,288

営業外収益

受取利息 2,251 936

受取配当金 2,916 3,568

不動産賃貸料 6,700 4,607

前受金期間経過収入 2,617 5,447

その他 7,992 7,552

営業外収益合計 22,477 22,112

営業外費用

不動産賃貸費用 3,268 2,129

固定資産除却損 568 1,260

その他 1,446 1,726

営業外費用合計 5,284 5,116

経常利益 297,905 161,284

特別利益

投資有価証券売却益 - 123,290

特別利益合計 - 123,290

税金等調整前四半期純利益 297,905 284,574

法人税等 115,778 101,581

四半期純利益 182,126 182,993

親会社株主に帰属する四半期純利益 182,126 182,993
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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27年12月21日
　至 平成28年９月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年12月21日
　至 平成29年９月20日)

四半期純利益 182,126 182,993

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,505 △29,121

その他の包括利益合計 △30,505 △29,121

四半期包括利益 151,621 153,872

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 151,621 153,872

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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