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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第1四半期 2,129 2.8 △20 ― △13 ― △14 ―
26年3月期第1四半期 2,071 2.1 △13 ― △8 ― △20 ―

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 △8百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 △25百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 △3.95 ―
26年3月期第1四半期 △5.51 ―

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

27年3月期第1四半期 4,517 1,633 35.9 434.49
26年3月期 4,809 1,661 34.3 441.81
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 1,623百万円 26年3月期 1,651百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 9,800 3.3 180 18.8 200 21.3



(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） 27年3月期1Q 6,078,000 株 26年3月期 6,078,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 2,340,327 株 26年3月期 2,340,327 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 3,737,673 株 26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におけるわが国経済は、４月からの消費税増税を懸念した駆け込

み需要の反動が一部業種で見られたものの、企業収益や雇用環境の改善によって緩やかな回復

基調となりました。

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、積極的な顧客志向の営業活動を展開いたしました。当

社グループ商勢圏におきましては、当初予想通り、各企業における増税後の広告出稿に対する

慎重な姿勢と、小売業を中心とした積極的な広告展開が混在する状況となりましたが、当社グ

ループにおきましては、増税後の反動減を補完すべく、短期的な受注に留まらず、長期的な案

件も視野に入れ、各企業の今後の成長戦略を踏まえたプロモーション活動等の提案を積極的に

実施いたしました。その結果、当第１四半期における当社グループの売上高は、昨年５月31日

に設立した南放セーラー広告株式会社の売上高を連結したこともあり、2,129百万円、前年同期

比102.8％となりました。

利益面におきましては、受注案件の適正な利益率確保に努めた結果、売上総利益率が前年同

期と比べ0.9ポイント改善し、売上総利益355百万円、前年同期比108.7％を確保いたしました。

また、南放セーラー広告株式会社の諸費用を連結した結果、販売費及び一般管理費が376百万

円、前年同期比110.6％となり、営業損益は20百万円の損失（前年同期は13百万円の営業損失）、

経常損益は13百万円の損失（前年同期は８百万円の経常損失）、税金等を差し引いた四半期純損

益は14百万円の損失（前年同期は20百万円の四半期純損失）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4,517百万円となり、前連結会計年度末に比べ

291百万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294百万円減少し、2,327百万円となりま

した。また、減価償却と株式市場の回復による投資有価証券の時価評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２百万円増加し、2,190百万円となりました。

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

は前連結会計年度末に比べ268百万円減少し、2,086百万円となりました。また、長期借入金の

増加を主な要因として、固定負債は前連結会計年度末に比べ４百万円増加し、797百万円となり

ました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、1,633百万円となりました。これは

主に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

当第１四半期に見られた各企業の消費税増税後の広告出稿に関する反動減は一時的なもので、

当初予想通りであり、当社グループの通期業績に影響を与えるものではありません。よって、

平成26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。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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。

（２）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）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25

号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文

及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適

用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間

定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間

について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払

見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更

いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに

従って、当第１四半期連結会計期間の期首において、当該変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が916千円減少し、利益剰

余金が592千円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損失はそれぞれ51千円減少しております。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 956,284 1,106,587

受取手形及び売掛金 1,596,105 1,128,402

商品及び製品 7,208 3,091

仕掛品 14,460 27,173

原材料及び貯蔵品 1,196 1,738

その他 53,906 65,700

貸倒引当金 △6,848 △4,911

流動資産合計 2,622,313 2,327,783

固定資産

有形固定資産

土地 825,986 825,986

その他（純額） 336,349 332,533

有形固定資産合計 1,162,336 1,158,520

無形固定資産

のれん 51,000 48,000

その他 28,940 28,273

無形固定資産合計 79,940 76,273

投資その他の資産

投資不動産（純額） 632,537 630,430

その他 339,066 350,399

貸倒引当金 △26,522 △25,544

投資その他の資産合計 945,081 955,285

固定資産合計 2,187,358 2,190,078

資産合計 4,809,671 4,517,862

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,568,715 1,265,805

短期借入金 200,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 188,184 198,744

未払法人税等 47,627 269

賞与引当金 72,828 39,053

返品調整等引当金 6,111 1,724

その他 271,861 300,902

流動負債合計 2,355,327 2,086,500

固定負債

長期借入金 548,184 557,098

退職給付に係る負債 158,846 153,597

役員退職慰労引当金 46,191 1,855

その他 40,047 85,209

固定負債合計 793,269 797,760

負債合計 3,148,597 2,884,260
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６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 1,469,302 1,436,435

自己株式 △320,411 △320,411

株主資本合計 1,638,840 1,605,973

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,201 21,445

退職給付に係る調整累計額 △3,701 △3,427

その他の包括利益累計額合計 12,499 18,018

新株予約権 9,734 9,610

純資産合計 1,661,074 1,633,601

負債純資産合計 4,809,671 4,517,862
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第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)

売上高 2,071,700 2,129,686

売上原価 1,744,909 1,774,330

売上総利益 326,791 355,356

販売費及び一般管理費 340,217 376,249

営業損失（△） △13,426 △20,893

営業外収益

受取利息 9 7

受取配当金 1,796 2,840

投資不動産賃貸料 10,712 10,820

その他 2,252 1,413

営業外収益合計 14,772 15,082

営業外費用

支払利息 3,196 2,968

不動産賃貸費用 5,488 4,372

その他 1,022 582

営業外費用合計 9,706 7,924

経常損失（△） △8,361 △13,735

特別利益

新株予約権戻入益 186 124

その他 - 6

特別利益合計 186 130

特別損失

固定資産除却損 18 28

特別損失合計 18 28

税金等調整前四半期純損失（△） △8,193 △13,633

法人税、住民税及び事業税 1,345 930

法人税等調整額 11,044 206

法人税等合計 12,389 1,137

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,583 △14,770

四半期純損失（△） △20,583 △14,770

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,583 △14,770

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,381 5,295

退職給付に係る調整額 - 592

その他の包括利益合計 △5,381 5,887

四半期包括利益 △25,965 △8,883

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △25,965 △8,883

少数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。

決算短信 （宝印刷）  2014年08月06日 13時47分 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）


