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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 4,214 9.7 22 ― 33 ― △1 ―
24年3月期第2四半期 3,840 △8.2 △25 ― △8 ― △20 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △7百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △13百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △0.30 ―
24年3月期第2四半期 △3.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 4,146 1,511 36.2
24年3月期 4,507 1,531 33.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,501百万円 24年3月期  1,524百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 4.00 4.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 8,800 3.3 140 39.0 160 70.4



(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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 6,078,000 株 24年3月期 6,078,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,340,327 株 24年3月期 2,340,327 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,737,673 株 24年3月期2Q 5,888,341 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の

復興需要を背景とした景気拡大効果が一部の業種で見られたものの、円高や欧州を中心とした金融不

安、消費税増税法案の可決などから、先行きについては依然不透明な状況となりました。 

当社グループの属する広告業界におきましては、昨年見られた震災を要因とする広告自粛傾向は無く

なり、各企業とも広告出稿の動きが徐々に活発化し始め、広告市況は緩やかではありますが概ね回復基

調で推移しました。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、顧客志向の営業推進を徹底し、顧客の課題解

決に直結したコミュニケーション効果の創造に努めてまいりました。その結果、当社におきまして、マ

ス媒体、印刷物を中心とした広告プロモーションを第１四半期に引き続き安定して受注するとともに、

「えひめ南予いやし博2012」の開催に伴う広報宣伝活動やイベント型店頭販売支援業務を受注し、テレ

ビＣＭや集客イベントの受注が増加しました。媒体別には、新聞広告、テレビ広告、印刷折込広告、屋

外広告、イベントなどの売上が増加しました。また、連結子会社におきましても当初計画どおりの業績

推移となり、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,214百万円（前年同期比109.7％）となりました。

利益面におきましては、売上総利益率が広告受注内容の多様化によって0.3ポイントの減少となりま

したが、売上高の増加によって売上総利益681百万円（前年同期比107.6％）を確保しました。また、販

売費及び一般管理費を前年同水準の659百万円（前年同期比100.0％）に留めた結果、営業利益は前年同

期に比べ48百万円増加し22百万円（前年同期は25百万円の損失）となり、経常利益につきましても前年

同期に比べ41百万円増加し33百万円（前年同期は８百万円の損失）となりました。四半期純利益につき

ましては法人税等の計上があり、前年同期に比べ19百万円増加したものの１百万円の損失（前年同期は

20百万円の損失）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は4,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ361百万

円の減少となりました。 

資産の部では、預金の増加と受取手形及び売掛金の減少を主な要因として流動資産は前連結会計年度

末に比べ326百万円減少し、2,056百万円となりました。また、有形固定資産の減価償却と市場株価の低

迷を反映した投資有価証券の減少を主な要因として、固定資産は前連結会計年度末に比べ34百万円減少

し、2,090百万円となりました。 

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返済を主な要因として流動負債は前連結会

計年度末に比べ156百万円減少し、1,857百万円となりました。また、長期借入金の返済と役員退職慰労

引当金の減少を主な要因として、固定負債は前連結会計年度末に比べ184百万円減少し、777百万円とな

りました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、1,511百万円となりました。これは主に期

末配当金の支払とその他有価証券評価差額金の減少によるものです。 

  

当社グループの業績は、当初計画どおり推移しており、平成24年５月14日に公表した連結業績予想数

値からの変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

○会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しています。当該会計方針の変更が、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等

調整前四半期純利益へ与える影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 693,536 740,444

受取手形及び売掛金 1,611,611 1,224,101

商品及び製品 23,358 19,279

仕掛品 6,048 11,123

原材料及び貯蔵品 1,556 1,715

その他 54,952 65,756

貸倒引当金 △8,372 △6,124

流動資産合計 2,382,691 2,056,295

固定資産   

有形固定資産   

土地 825,986 825,986

その他（純額） 333,470 320,902

有形固定資産合計 1,159,456 1,146,889

無形固定資産   

のれん 328 246

その他 11,037 10,869

無形固定資産合計 11,365 11,115

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 680,462 675,491

その他 286,847 273,164

貸倒引当金 △13,256 △16,490

投資その他の資産合計 954,054 932,165

固定資産合計 2,124,876 2,090,170

資産合計 4,507,567 4,146,466

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,454,061 1,238,021

短期借入金 299,992 272,232

未払法人税等 12,695 31,663

賞与引当金 69,300 65,100

返品調整引当金 15,359 12,107

その他 162,711 238,448

流動負債合計 2,014,119 1,857,573

固定負債   

社債 200,000 100,000

長期借入金 535,320 463,424

退職給付引当金 144,179 144,315

役員退職慰労引当金 41,641 29,583

その他 40,568 40,169

固定負債合計 961,708 777,492

負債合計 2,975,828 2,635,066
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 294,868 294,868

資本剰余金 195,080 195,080

利益剰余金 1,347,115 1,331,032

自己株式 △320,411 △320,411

株主資本合計 1,516,653 1,500,569

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,852 1,168

その他の包括利益累計額合計 7,852 1,168

新株予約権 7,233 9,661

純資産合計 1,531,739 1,511,400

負債純資産合計 4,507,567 4,146,466
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 3,840,479 4,214,801

売上原価 3,206,794 3,533,066

売上総利益 633,684 681,735

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 350,366 338,687

賞与引当金繰入額 39,970 46,557

退職給付費用 11,358 11,339

役員退職慰労引当金繰入額 1,920 2,214

貸倒引当金繰入額 336 986

その他 255,162 259,247

販売費及び一般管理費合計 659,116 659,031

営業利益又は営業損失（△） △25,431 22,703

営業外収益   

受取利息 694 51

受取配当金 2,135 1,811

投資不動産賃貸料 24,820 24,445

その他 8,439 3,094

営業外収益合計 36,090 29,403

営業外費用   

支払利息 7,950 7,756

不動産賃貸費用 10,985 10,986

その他 643 312

営業外費用合計 19,579 19,056

経常利益又は経常損失（△） △8,919 33,050

特別利益   

投資有価証券売却益 － 499

保険解約益 40 －

新株予約権戻入益 － 501

特別利益合計 40 1,001

特別損失   

固定資産除却損 － 2,171

固定資産売却損 4,288 －

保険解約損 1,379 1,722

投資有価証券評価損 4,623 －

その他 1,259 80

特別損失合計 11,551 3,975

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（△）

△20,429 30,076

法人税、住民税及び事業税 4,523 29,565

法人税等調整額 △4,686 1,643

法人税等合計 △163 31,209
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△20,266 △1,132

四半期純損失（△） △20,266 △1,132

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,266 △1,132

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,490 △6,683

その他の包括利益合計 6,490 △6,683

四半期包括利益 △13,775 △7,816

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,775 △7,816

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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