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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 1,988 △6.5 △40 － △30 － △８ －

22年３月期第１四半期 2,126 △7.4 △79 － △69 － △66 －

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

23年３月期第１四半期 △1 51 － －

22年３月期第１四半期 △11 26 － －

 (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

23年３月期第１四半期 4,529 1,692 37.4 287 46

22年３月期 4,665 1,728 37.1 293 55

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,692百万円 22年３月期 1,728百万円

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

22年３月期 － － 0 00 － － 4 00 4 00

23年３月期 － － 

23年３月期(予想) － － － － 4 00 4 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 4,816 4.0 31 492.6 42 104.5 21 － 3 72

通期 10,116 5.5 177 － 194 398.3 100 － 17 01



 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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。 

  

・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）P.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ―社           除外 ―社

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 6,078,000株 22年３月期 6,078,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 188,680株 22年３月期 188,680株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,889,320株 22年３月期１Ｑ 5,889,320株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、新興国の需要拡大や政府の景気対策効果などに

よって緩やかな回復基調となりましたが、当社グループ商勢圏におきましては、企業業績や個人消費の

本格的回復には至らず、各企業の広告出稿に対する慎重な姿勢は依然として継続しており、当社グルー

プを取り巻く環境は厳しい状況となりました。 

このような環境のもと、当社グループは、事業エリアと事業領域の拡大を基本とし、新規広告主と新

規案件の獲得に努め、シェア拡大と収益向上に取り組んでまいりました。 

その結果、広告業におきましては、エコカー補助金制度の終了期限に併せたプロモーションや７月の

参院選に関連した広告出稿があり、媒体別には新聞広告が増加しましたが、各企業とも広告予算を控え

る傾向にあり、主要広告主の属する流通小売業、娯楽業において広告出稿量が伸びず、印刷広告やテレ

ビ広告が減少しました。また、出版業におきましては、個人消費の回復が本格的ではない中、徳島県に

おいてブランド力の強い月刊誌や地域物産を特集した単行本の販売部数が増加しましたが、地元商店か

らの広告掲載量が減少しました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は1,988百万円（前年同四半期比93.5％）と

なりました。 

利益面におきましては、前期に引き続き粗利益率の改善に努めるとともに、社内制作費を圧縮した結

果、売上総利益率が前年同期と比べ2.0ポイント上昇し、売上総利益は331百万円（前年同四半期比

106.0％）となり、諸費用の節減によって販売費及び一般管理費が372百万円（前年同四半期比95.0％）

となった結果、当第１四半期連結会計期間におきましては40百万円の営業損失（前年同期は79百万円の

営業損失）、30百万円の経常損失（前年同期は69百万円の経常損失）となりました。また、当社所有の

土地に係る建物を無償で譲り受けたことから、特別利益に固定資産受贈益42百万円を計上し、税金等調

整前四半期純利益は22百万円（前年同期は73百万円の税金等調整前四半期純損失）となりましたが、売

上減少による減益の影響と法人税等調整額の増加から、８百万円の四半期純損失（前年同期は66百万円

の四半期純損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は4,529百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万

円の減少となりました。 

資産の部では、売掛金の減少を主な要因として流動資産が前連結会計年度末に比べ174百万円減少

し、2,198百万円となりました。また、当社所有の土地に係る建物の無償譲受による投資不動産の増加

を主な要因として、固定資産が前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、2,331百万円となりました。 

負債の部では、買掛金の減少を主な要因として流動負債が前連結会計年度末に比べ162百万円減少

し、1,944百万円となりました。また、銀行保証付私募債の発行による社債の増加、長期借入金の返済

を主な要因として、固定負債が前連結会計年度末に比べ62百万円増加し、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35百万円減少し、1,692百万円となりました。これは主に期

末配当金の支払によるものです。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年5月13日に公表した業績予想に変更はありませ

ん。 

  

1. 当四半期の連結業績等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。 

  

影響額の僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しています。 

  

１ 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しています。 

なお、当会計基準の適用が四半期財務諸表に与える影響は軽微です。 

２ 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しています。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 866,534 515,406

受取手形及び売掛金 1,174,687 1,675,873

商品及び製品 32,895 36,342

仕掛品 20,428 20,833

原材料及び貯蔵品 1,851 2,384

その他 106,217 129,180

貸倒引当金 △4,272 △6,885

流動資産合計 2,198,342 2,373,135

固定資産

有形固定資産

土地 825,986 825,986

その他（純額） 390,717 396,040

有形固定資産合計 1,216,703 1,222,026

無形固定資産

のれん 615 656

その他 13,947 14,465

無形固定資産合計 14,562 15,121

投資その他の資産

投資不動産（純額） 717,138 676,603

その他 483,433 468,463

貸倒引当金 △100,670 △90,252

投資その他の資産合計 1,099,901 1,054,814

固定資産合計 2,331,167 2,291,963

資産合計 4,529,510 4,665,099
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,259,352 1,561,688

短期借入金 451,060 293,610

未払法人税等 2,558 9,217

賞与引当金 39,650 85,773

返品調整引当金 12,925 15,239

その他 178,816 141,388

流動負債合計 1,944,362 2,106,916

固定負債

社債 200,000 100,000

長期借入金 452,190 485,640

退職給付引当金 137,318 134,095

役員退職慰労引当金 57,921 62,537

その他 44,734 47,073

固定負債合計 892,164 829,346

負債合計 2,836,527 2,936,262

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 1,238,140 1,270,649

自己株式 △29,907 △29,907

株主資本合計 1,698,182 1,730,691

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,199 △1,854

評価・換算差額等合計 △5,199 △1,854

純資産合計 1,692,982 1,728,836

負債純資産合計 4,529,510 4,665,099
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(2) 四半期連結損益計算書

  【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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 2,126,823 1,988,873

売上原価 1,813,615 1,656,912

売上総利益 313,207 331,961

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 196,864 189,581

賞与引当金繰入額 27,534 30,112

退職給付費用 5,237 5,947

役員退職慰労引当金繰入額 2,082 1,765

貸倒引当金繰入額 2,717 9,478

その他 157,912 135,968

販売費及び一般管理費合計 392,349 372,853

営業損失（△） △79,141 △40,892

営業外収益

受取利息 472 393

受取配当金 1,698 2,476

投資不動産賃貸料 14,402 12,799

違約金収入 － 5,268

その他 3,882 1,708

営業外収益合計 20,455 22,647

営業外費用

支払利息 4,880 4,177

不動産賃貸費用 5,629 5,370

その他 254 2,582

営業外費用合計 10,765 12,130

経常損失（△） △69,451 △30,375

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,805 1,706

賞与引当金戻入額 250 10,461

固定資産受贈益 － 42,807

投資有価証券売却益 1,232 －

特別利益合計 3,288 54,975
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

特別損失

固定資産除却損 － 398

保険解約損 249 －

投資有価証券評価損 7,179 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 599

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 618

その他 29 －

特別損失合計 7,458 1,616

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（△）

△73,622 22,983

法人税、住民税及び事業税 △14,365 1,548

法人税等調整額 7,080 30,387

法人税等合計 △7,285 31,935

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △8,951

四半期純損失（△） △66,336 △8,951
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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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