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1. 2021年6月期第3四半期の業績（2020年7月1日～2021年3月31日）

(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 ％

2021年6月期第3四半期 2,244 △5.0 255 △15.2 285 △12.2 189 17.3

2020年6月期第3四半期 2,361 △2.9 300 △13.2 325 △10.0 161 △32.2

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

2021年6月期第3四半期 34.39 ―

2020年6月期第3四半期 29.32 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年6月期第3四半期 4,206 3,677 87.4

2020年6月期 3,906 3,498 89.6

（参考）自己資本 2021年6月期第3四半期 3,677百万円 2020年6月期 3,498百万円

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

2020年6月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

2021年6月期 ― 0.00 ―

2021年6月期（予想） 12.00 12.00

（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. 2021年 6月期の業績予想（2020年 7月 1日～2021年 6月30日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 2,885 2.7 200 62.5 240 34.2 156 116.9 28.26

（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) 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

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

(3) 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） 2021年6月期3Q 5,575,320 株 2020年6月期 5,575,320 株

② 期末自己株式数 2021年6月期3Q 54,687 株 2020年6月期 54,687 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年6月期3Q 5,520,633 株 2020年6月期3Q 5,520,633 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

　（将来に関する記述等についてのご注意）

　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．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３四半期累計期間におけるわが国経済は、期中を通して新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、景

気の低迷が続く厳しい状況で推移しました。昨年秋には政府主導の景気対策の効果や段階的な経済活動の再開の動

きがみられたものの、2021年1月には首都圏に2度目の緊急事態宣言が発出されるなど、感染収束時期が見通せない

中、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社が属するフリーペーパー及び広告業界は、WebやSNSをはじめとしたデジタルトランスフォーメーションの推

進に伴って、現状に即した媒体への最適化が迫られるうえ、新型コロナウイルス感染拡大の長期化による広告の自

粛ムード等もあり、厳しい経営環境となっております。

このような状況の下、当社では、社会の関心が高い広告ニーズにテーマを絞り、編集室の垣根を越えて企画した

合同特集の実施や日頃から信頼関係を築いている自治体や諸団体、政治関連への積極的な提案・アプローチを強化

したほか、小学校の児童・保護者ら向けに配付する「こどもタウンニュース」も各地で発行、また、ご近所サイト

「RareA（レアリア）」などのWeb広告販売の推進など、新たな広告需要の掘り起こしを進めることができました。

これに加え、自治体や行政からの冊子やガイドブックの製作受託、ファンサイトの企画運営等紙面以外のプロモー

ション需要が年度末で結実し売上に繋がりました。しかしながら、こうした事業展開の効果も民間需要の落ち込み

をカバーするまでには至らず、第３四半期累計期間での売上高は前年同期実績を下回る結果となりました。

利益につきましては、売上原価の削減努力や販売管理費の節減努力を行いましたが、売上の減少分を賄うことが

できず、営業利益・経常利益は前年同期実績を下回りました。一方、前年は投資有価証券の減損処理があったこと

もあり、四半期純利益は前年同期実績を上回りました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高2,244百万円（前年同期比5.0％減)、営業利益255百万円

（前年同期比15.2％減）、経常利益285百万円（前年同期比12.2％減）、四半期純利益189百万円（前年同期比17.3

％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

（資産）

当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ299百万円増加し、4,206百万円となりました。これは

主に、その他流動資産が14百万円、建物が16百万円減少したものの、現金及び預金が46百万円、受取手形及び売掛金

が85百万円、有価証券が100百万円、投資有価証券が111百万円増加したことによるものであります

（負債）

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ120百万円増加し、528百万円となりました。これは主

に、退職給付引当金が12百万円減少したものの、未払法人税等が78百万円、賞与引当金が37百万円、その他流動負債

が12百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ178百万円増加し、3,677百万円となりました。これ

は主に、利益剰余金が123百万円、その他有価証券評価差額金が55百万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

　当第３四半期累計期間までの業績動向及び現時点において入手可能な予測等に基づき、2020年８月14日の「2020年

６月期決算短信[日本基準]（非連結）」で公表いたしました通期の業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日（2021年４月30日）公表いたしました「2021年６月期業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,548,530 1,594,794

受取手形及び売掛金 174,426 260,409

有価証券 － 100,000

仕掛品 2,567 1,074

その他 48,760 34,369

貸倒引当金 △1,046 △1,562

流動資産合計 1,773,238 1,989,085

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 516,485 500,085

土地 381,747 381,747

その他（純額） 25,778 22,469

有形固定資産合計 924,012 904,303

無形固定資産 39,275 32,829

投資その他の資産

投資有価証券 465,303 576,734

投資不動産（純額） 281,804 277,386

その他 425,829 428,388

貸倒引当金 △3,097 △2,693

投資その他の資産合計 1,169,839 1,279,816

固定資産合計 2,133,126 2,216,949

資産合計 3,906,365 4,206,034

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 59,437 65,047

未払法人税等 7,329 85,898

賞与引当金 21,783 58,911

その他 201,894 213,944

流動負債合計 290,444 423,801

固定負債

退職給付引当金 95,493 82,938

その他 22,100 22,100

固定負債合計 117,593 105,038

負債合計 408,038 528,839
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年３月31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 2,568,658 2,692,243

自己株式 △14,450 △14,450

株主資本合計 3,537,254 3,660,839

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △38,926 16,354

評価・換算差額等合計 △38,926 16,354

純資産合計 3,498,327 3,677,194

負債純資産合計 3,906,365 4,206,034
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年７月１日
　至 2020年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 2,361,543 2,244,446

売上原価 833,872 796,445

売上総利益 1,527,670 1,448,000

販売費及び一般管理費 1,226,873 1,192,985

営業利益 300,796 255,014

営業外収益

受取利息 661 687

投資有価証券売却益 - 1,140

不動産賃貸料 16,335 15,735

受取配当金 6,483 5,619

助成金収入 - 5,193

その他 5,636 6,854

営業外収益合計 29,116 35,230

営業外費用

不動産賃貸費用 4,477 4,418

その他 - 112

営業外費用合計 4,477 4,530

経常利益 325,435 285,714

特別利益

固定資産売却益 37 -

特別利益合計 37 -

特別損失

投資有価証券評価損 53,424 -

特別損失合計 53,424 -

税引前四半期純利益 272,047 285,714

法人税、住民税及び事業税 122,043 105,526

法人税等調整額 △11,843 △9,645

法人税等合計 110,199 95,881

四半期純利益 161,848 189,832
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（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）

　 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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積もりについて）

前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について、

重要な変更はありません。

　


