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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２四半期連結累計期間におきましては、企業収益の改善や消費マインドに弱さが見られ、為

替相場や株式市場の変動に加え、消費税増税再延期の決定などもあり、景気の先行きについては依

然として不透明な状況となりました。

当社グループ商勢圏におきましても、インバウンド効果に対する期待はあるものの、依然として

消費者の節約志向が常態化し、経営環境は厳しい状況が続きました。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、地域№1のコミュニケーションサービス

の提供を目指し、課題解決型の営業をとおした顧客満足度の高いサービスの提供に取り組んでまい

りました。当社におきましては、今年４月から、デジタルメディア提案力の強化とコミュニケーシ

ョンサービスの向上を目的とした専任部署を設置し、営業力強化に繋げてまいりました。さらに、

生産性の向上を図るため、営業体制の見直しや提供するサービスの高付加価値化に向けた研修等を

実施いたしました。また、スマートフォンやソーシャルメディアなどのビジネスへの活用や、新卒

採用に効果的なプロモーション戦略の紹介といった各種セミナーを開催し、新たな顧客の獲得に取

り組んでまいりました。その結果、主要広告主からの安定した広告出稿のほか、大型集客イベント

や商品展示会の開催、新店舗・新展示ルームのオープンに伴う屋外広告、アフィリエイト（成果報

酬型広告）やWEBサイト制作などを受注し、当社グループの売上高は4,350百万円（前年同期比

103.8％）となり、前年同期を上回る水準となりました。

利益面におきましては、付加価値の高いサービスの提供に取り組み、利益率の向上に努めた結

果、売上総利益率が改善し、売上総利益は792百万円（前年同期比104.7％）となりました。また、

諸費用の節減に努めた結果、販売費及び一般管理費が775百万円（前年同期比98.4％）となり、営

業利益は16百万円（前年同期は30百万円の営業損失）、経常利益は26百万円（前年同期は19百万円

の経常損失）となり、税金等を差し引いた親会社株主に帰属する四半期純利益は8百万円（前年同

期は35百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。
　
（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は4,335百万円となり、前連結会計年度末に比べ256

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を主な要因として、流動資産は前連結会計年度末に比

べ286百万円減少し、2,256百万円となりました。また、有形固定資産の取得による増加を主な要因

として、固定資産は前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、2,078百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金の減少を主な要因として、流動負債は前連結会計年度末に比

べ218百万円減少し、1,675百万円となりました。また、長期借入金の返済を主な要因として、固定

負債は前連結会計年度末に比べ41百万円減少し、892百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ4百万円増加し、1,768百万円となりました。これは主に

親会社株主に帰属する四半期純利益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

当社グループの業績につきましては、当初予想通り進行しており、平成28年５月12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。
　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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）

○平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更してお

ります。この変更による、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響は軽微であります。

（２）追加情報

　 ○繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 955,082 904,717

受取手形及び売掛金 1,520,025 1,194,479

商品及び製品 3,717 4,127

仕掛品 9,285 78,636

原材料及び貯蔵品 475 483

その他 57,304 76,052

貸倒引当金 △2,195 △1,514

流動資産合計 2,543,694 2,256,982

固定資産

有形固定資産

土地 837,618 837,618

その他（純額） 314,365 340,184

有形固定資産合計 1,151,984 1,177,802

無形固定資産

のれん 27,000 21,000

その他 22,382 20,053

無形固定資産合計 49,382 41,053

投資その他の資産

投資不動産（純額） 553,975 550,003

その他 305,092 321,703

貸倒引当金 △12,038 △12,010

投資その他の資産合計 847,028 859,697

固定資産合計 2,048,395 2,078,553

資産合計 4,592,089 4,335,536
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,446,848 1,250,802

短期借入金 80,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 86,472 86,472

未払法人税等 53,920 26,041

賞与引当金 70,735 73,064

返品調整等引当金 715 652

その他 155,517 138,288

流動負債合計 1,894,209 1,675,321

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 384,634 341,398

退職給付に係る負債 160,811 162,713

役員退職慰労引当金 3,626 4,137

その他 84,795 83,798

固定負債合計 933,867 892,047

負債合計 2,828,076 2,567,369

純資産の部

株主資本

資本金 294,868 294,868

資本剰余金 198,600 198,600

利益剰余金 1,585,768 1,575,231

自己株式 △314,971 △314,971

株主資本合計 1,764,266 1,753,729

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,972 16,084

退職給付に係る調整累計額 △2,226 △1,646

その他の包括利益累計額合計 △253 14,437

純資産合計 1,764,012 1,768,167

負債純資産合計 4,592,089 4,335,536
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 4,192,234 4,350,273

売上原価 3,435,164 3,557,945

売上総利益 757,070 792,327

販売費及び一般管理費 787,996 775,337

営業利益又は営業損失（△） △30,925 16,990

営業外収益

受取利息 117 29

受取配当金 1,137 1,074

投資不動産賃貸料 21,698 21,427

その他 2,854 1,018

営業外収益合計 25,807 23,549

営業外費用

支払利息 4,955 4,502

不動産賃貸費用 8,680 7,987

その他 1,116 1,329

営業外費用合計 14,752 13,819

経常利益又は経常損失（△） △19,870 26,720

特別利益

新株予約権戻入益 186 -

固定資産売却益 131 -

特別利益合計 317 -

特別損失

固定資産除却損 400 2,461

特別損失合計 400 2,461

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（△）

△19,953 24,258

法人税、住民税及び事業税 18,924 20,989

法人税等調整額 △3,751 △5,082

法人税等合計 15,173 15,907

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,126 8,351

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△35,126 8,351

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,737 14,111

退職給付に係る調整額 576 579

その他の包括利益合計 △5,160 14,691

四半期包括利益 △40,286 23,042

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △40,286 23,042

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。
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