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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(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
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 ％

30年3月期第2四半期 4,203 △3.4 △36 ― △28 ― △34 ―

29年3月期第2四半期 4,350 3.8 16 ― 26 ― 8 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　△33百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　23百万円 （―％）

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

30年3月期第2四半期 △9.02 ―

29年3月期第2四半期 2.21 ―

(2) 連結財政状態

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

30年3月期第2四半期 4,420 1,806 40.9 478.13

29年3月期 4,573 1,858 40.6 492.01

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 1,806百万円 29年3月期 1,858百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

30年3月期 ― 5.00

30年3月期（予想） ― 5.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※配当の内訳　29年3月期/期末：普通配当5.00円　　30年3月期/第2四半期末：記念配当5.00円、期末：普通配当5.00円

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 9,500 2.1 200 18.9 220 19.0

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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

新規 ― 社 （社名） ― 、 除外 ― 社 （社名） ―

(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

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） 30年3月期2Q 6,078,000 株 29年3月期 6,078,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 2,300,327 株 29年3月期 2,300,327 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 3,777,673 株 29年3月期2Q 3,777,673 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。
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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けるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善から緩やか

な回復基調となりました。また、当社グループ商勢圏におきましては、緩やかな回復基調は継続し

ているものの、夏の天候不順などもあって景気の回復に力強さを欠く様相となりました。

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、顧客満足度の高いサービスの提供に取り組むとともに、付加価値の高いサービ

スの提供に努めてまいりました。その結果、小売・自動車・教育関係を中心に新規出店や店舗の改

装、集客イベントを受注したほか、観光誘客に繋げるサミットの開催などがありました。しかしな

がら、広告主の広告予算や配分の見直しなどがあり、当社グループの売上高は4,203百万円（前年

同期比96.6％）となりました。

また、売上総利益につきましては、735百万円（前年同期比92.9％）となり、販売費及び一般管

理費が前年同水準の772百万円（前年同期比99.6％）となった結果、営業利益は36百万円の損失

（前年同期は営業利益16百万円）、経常利益は28百万円の損失（前年同期は経常利益26百万円）、

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34百万円の損失（前年同期は親会社株主

に帰属する四半期純利益8百万円）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4,420百万円となり、前連結会計年度末に比べ152

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221百万円減少し、2,287百万円となりました。また、投資不動産の改装と投資有価証券の取得を

主な要因として、固定資産は前連結会計年度末に比べ68百万円増加し、2,133百万円となりました。

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227百万円減少し、1,635百万円となりました。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127百万円増加し、979百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ52百万円減少し、1,806百万円となりました。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

当社グループの業績につきましては、年後半のウェイトが例年高い傾向にあります。よって、当

第２四半期の業績が当社グループの通期業績に影響を与えるものではなく、平成29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。
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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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 985,640 989,528

受取手形及び売掛金 1,447,455 1,096,684

商品及び製品 3,210 2,725

仕掛品 14,660 132,472

原材料及び貯蔵品 444 463

その他 60,550 67,287

貸倒引当金 △3,658 △1,939

流動資産合計 2,508,301 2,287,222

固定資産

有形固定資産

土地 780,371 775,834

その他（純額） 328,570 354,663

有形固定資産合計 1,108,942 1,130,497

無形固定資産

のれん 15,000 9,000

その他 22,740 19,870

無形固定資産合計 37,740 28,870

投資その他の資産

投資不動産（純額） 575,488 588,362

その他 358,162 399,706

貸倒引当金 △15,562 △13,836

投資その他の資産合計 918,088 974,232

固定資産合計 2,064,770 2,133,599

資産合計 4,573,072 4,420,821
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,401,192 1,162,248

短期借入金 71,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 86,472 64,848

未払法人税等 45,255 5,134

賞与引当金 74,875 69,329

役員賞与引当金 6,400 -

返品調整等引当金 546 403

その他 176,608 173,307

流動負債合計 1,862,350 1,635,270

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 298,162 415,300

退職給付に係る負債 166,947 171,843

役員退職慰労引当金 4,642 3,212

その他 82,305 88,988

固定負債合計 852,057 979,344

負債合計 2,714,407 2,614,615

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 1,647,308 1,594,336

自己株式 △314,971 △314,971

株主資本合計 1,825,806 1,772,834

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,670 33,612

退職給付に係る調整累計額 △812 △239

その他の包括利益累計額合計 32,858 33,372

純資産合計 1,858,665 1,806,206

負債純資産合計 4,573,072 4,420,821
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 4,350,273 4,203,992

売上原価 3,557,945 3,468,052

売上総利益 792,327 735,940

販売費及び一般管理費 775,337 772,560

営業利益又は営業損失（△） 16,990 △36,620

営業外収益

受取利息 29 14

受取配当金 1,074 1,156

投資不動産賃貸料 21,427 21,612

その他 1,018 2,937

営業外収益合計 23,549 25,721

営業外費用

支払利息 4,502 4,141

不動産賃貸費用 7,987 12,131

その他 1,329 1,426

営業外費用合計 13,819 17,699

経常利益又は経常損失（△） 26,720 △28,598

特別損失

減損損失 - 5,818

固定資産除却損 2,461 1,984

特別損失合計 2,461 7,802

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（△）

24,258 △36,401

法人税、住民税及び事業税 20,989 6,352

法人税等調整額 △5,082 △8,670

法人税等合計 15,907 △2,317

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,351 △34,084

（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（△）

8,351 △34,084

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 14,111 △58

退職給付に係る調整額 579 572

その他の包括利益合計 14,691 514

四半期包括利益 23,042 △33,570

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23,042 △33,570

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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