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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

第１四半期連結
累計期間

第48期
第１四半期連結
累計期間

第47期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 2,359,5132,473,8539,566,627

経常利益（千円） 277,592 225,219 608,636

四半期（当期）純利益（千円） 173,415 157,429 298,711

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
171,250 157,535 316,250

純資産額（千円） 3,703,6723,978,5513,848,672

総資産額（千円） 7,031,0547,575,0897,442,737

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
31.35 28.46 54.01

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
29.57 27.13 51.53

自己資本比率（％） 52.7 52.5 51.7

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

 　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および連結子会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

（1）業績の状況　

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の政府債務危機により世界経済が減速し、円高傾向が長期

化するとともに、国内の電力供給懸念により依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。地方経済に

おきましても、そのような環境を踏まえ、企業マインドは冷え込んでおり、雇用・所得状況も低迷して推移しておりま

す。

このような経営環境において当社グループは、官民協働の精神に基づき、“新しい公共”(注)を担う「社会貢献型

企業」を目指して、地域行政情報誌『わが街事典』の発行により、官民協働で地域再生支援に取り組みました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が対前年同期比4.8％増の24億73百万円となりました。利益

面におきましては、給与制度の見直しをおこなったことや、新入社員の採用増もあり、営業利益が対前年同期比17.2％

減の２億25百万円、経常利益が対前年同期比18.9％減の２億25百万円、四半期純利益が対前年同期比9.2％減の１億57

百万円となりました。

（注）新しい公共

一般的に「新しい公共」とは、官だけではなく、ボランティアやＮＰＯ、民間企業が公共的な財・サービスの提供主体となり、共助の精神で
活動することを指します。

セグメント別の状況は次のとおりであります。　

①メディア事業

当社および連結子会社株式会社サイネックス・ネットワークにおけるメディア事業の売上高は、対前年同期比

4.2％増の24億16百万円となりました。メディア事業を構成するプリントメディア事業とＩＴメディア事業の状況は

次のとおりであります。　

イ．プリントメディア事業

プリントメディア事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において、官民協働による地域行政情報誌『わ

が街事典』を、広島県広島市や兵庫県加古川市等と新たに発行する一方、神奈川県川崎市において４版目を、東京都三

鷹市において３版目を発行するなど重版の発行も順調に推移した結果、43の市や町と共同発行いたしました。また、50

音別電話帳『テレパル５０』につきましても、引き続き行政情報を付加した電話帳の発行を進めました。これらの結

果、売上高は、対前年同期比4.0％増の18億93百万円となりました。

ロ．ＩＴメディア事業

ＩＴメディア事業におきましては、ヤフー株式会社との販売提携による『スポンサードサーチ
®
』等のリスティン

グ広告を積極的に販売するとともに、『Yahoo!ロコ』などのプロパティ系広告にも積極的に取り組みました。

また連結子会社である株式会社サイネックス・ネットワークの『トラベルサーチ』や『楽たび』、『トラベルヒル

ズ』等旅行業サイトにおける旅行商品の販売も順調に推移いたしました。これらの結果、売上高は、対前年同期比

4.7％増の５億23百万円となりました。　

②その他の事業

その他の事業におきましては、連結子会社株式会社ＦＰエージェントにおける保険販売による手数料収入は、積極

的な販売に努めた結果、対前年同期比44.0％増の56百万円となりました。　

（2）事業上および財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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（3）研究開発活動

　該当事項はありません。 

（4）経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

　当社グループは、創業以来、電話帳をはじめとする各種広告媒体の発行を通じて、中小事業者のプロモーション支援

をおこない、地域社会の活性化に貢献すべく努めてまいりました。　

　昨今、行政の財政悪化や少子高齢化など国内の先行きに不透明感が漂うなか、地方の再生が不可欠と考えられます。

そのためには、地域活性化によって内需が拡大する経済構造の構築が必要ですが、地方経済は、想像以上に疲弊してい

るのが現状です。そのためには新しい公共のあり方が必要であり、そこでキーワードとなるのが「官民協働」ではな

いかと考えます。すなわち、地方の公共サービスを官民協働でおこなっていくということがその解決の糸口になるの

ではないかと考えます。現在地方自治体は、財政が逼迫し、行政だけでは、求められる公共サービスを賄いきれない状

況です。民間が行政の公共サービスの一部を担い、官民協働で公共サービスを促進していく、それが地方活性化に繋が

り、新しいビジネスマーケットが生まれてくるのではないかと考えます。そのような考え方に則り、地域行政情報誌

『わが街事典』の発行を開始いたしました。『わが街事典』は、地方自治体と住民、地域の事業者を結ぶ地域一体型の

コミュニティメディアとして発行し、行政手続き、防災情報や施設マップなどの行政情報、歴史・文化、特産品などの

地域情報、ならびに地域の商工事業者の広告を掲載し、住民の利便性向上に貢献しようという主旨で発行するもので

あります。

さらに、官民協働による取り組みは新たな価値の創造も期待され、官と民による地域イノベーションという考え方

に基づいて、地域情報や広告媒体の提供のみにとどまらず、ウェブを活用した特産品の販売や観光客の呼び込みなど、

地域の経済活動を刺激するような事業にも取り組んでまいります。

官民協働事業を当社グループの中核事業として、確かなものにし、地域社会の活性化に寄与する「社会貢献型企

業」を目指してまいります。　

（5）資本の財源および資金の流動性についての分析

　当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内部

留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借入金

であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。平成24年６月30日現在、短期借入金の残高は、

３億50百万円であります。

　平成24年６月30日現在、長期借入金の残高はありません。将来大規模な設備投資資金および戦略投資資金などの長期

資金需要が発生した場合には、手許資金の流動性と安全性を確保するため、長期借入金による資金調達についても検

討する方針であります。

　当社グループは、その健全な財政状態、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力および未行使の借入枠に

より、当社グループの成長を維持するため将来必要な運転資金、設備投資資金、戦略投資資金を調達することが可能と

考えております。 

（6）経営者の問題意識と今後の方針について

次期の見通しにつきましては、欧州の政府債務危機等による金融不安は楽観を許さない状況であり、加えて原子力

発電所の稼動停止による電力不足の懸念もあり、引き続き厳しい状況で推移するものと予想されます。また、東日本大

震災で被災した地域においては、広告媒体の活用や発行は、困難な状況が継続するものと予想されます。

このような経営環境において、当社グループは、新しい公共を担う「社会貢献型企業」を目指して、行政と民間企業

による提携、すなわち、パブリック・プライベート・パートナーシップの理念に則り、民間活力を導入した公共サービ

スの充実をはかり、官民協働で地域再生支援に取り組んでまいります。

官民協働事業を当社グループの中核事業として、確かなものにし、地域社会の活性化に寄与する「社会貢献型企

業」を目指してまいります。

あわせて、一層の原価低減、経費削減など合理化にも取り組み、継続的に利益を確保する体制の構築に努めるととも

に、コンプライアンスの徹底を経営上の最重要課題と位置付け、さらなる充実をはかってまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 22,000,000

計 22,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,470,660  6,470,660
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数

100株　

計 6,470,660  6,470,660 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日　
－ 6,470,660 － 750,000 － 552,095

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】　

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   939,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,530,500 55,305 －

単元未満株式 普通株式       660 － －

発行済株式総数           6,470,660 － －

総株主の議決権 － 55,305 －

　

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社サイネッ

クス

大阪市中央区瓦屋

町三丁目６番13号
939,500 － 939,500 14.52

計 － 939,500 － 939,500 14.52

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　サイネックス(E00744)

四半期報告書

 6/15



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,641,794 2,859,356

受取手形及び売掛金 474,722 490,474

有価証券 281,680 281,456

製品 161,390 124,009

仕掛品 124,287 117,972

原材料及び貯蔵品 10,550 11,725

その他 161,901 141,771

貸倒引当金 △43,332 △44,033

流動資産合計 3,812,995 3,982,732

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 463,377 456,392

機械装置及び運搬具（純額） 257,930 241,644

土地 698,136 698,136

リース資産（純額） 93,182 101,802

その他（純額） 42,049 39,785

有形固定資産合計 1,554,676 1,537,761

無形固定資産

その他 222,480 205,198

無形固定資産合計 222,480 205,198

投資その他の資産

投資有価証券 511,055 508,103

その他 1,350,718 1,350,483

貸倒引当金 △9,189 △9,189

投資その他の資産合計 1,852,584 1,849,396

固定資産合計 3,629,741 3,592,356

資産合計 7,442,737 7,575,089
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 233,582 205,943

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 142,949 73,891

前受金 1,200,991 1,295,362

賞与引当金 138,373 91,993

その他 448,367 493,482

流動負債合計 2,514,263 2,510,673

固定負債

退職給付引当金 964,416 972,898

役員退職慰労引当金 68,387 70,205

その他 46,998 42,761

固定負債合計 1,079,801 1,085,864

負債合計 3,594,065 3,596,538

純資産の部

株主資本

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 552,095 552,095

利益剰余金 2,830,256 2,960,030

自己株式 △277,229 △277,229

株主資本合計 3,855,122 3,984,896

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,450 △6,345

その他の包括利益累計額合計 △6,450 △6,345

少数株主持分 － －

純資産合計 3,848,672 3,978,551

負債純資産合計 7,442,737 7,575,089
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 2,359,513 2,473,853

売上原価 829,270 913,561

売上総利益 1,530,243 1,560,292

販売費及び一般管理費 1,257,915 1,334,715

営業利益 272,328 225,576

営業外収益

受取利息 1,856 1,464

受取家賃 8,761 8,043

補助金収入 4,307 634

その他 3,665 3,391

営業外収益合計 18,591 13,533

営業外費用

支払利息 1,346 1,315

複合金融商品評価損 1,780 2,060

為替差損 8,837 8,614

その他 1,362 1,900

営業外費用合計 13,326 13,890

経常利益 277,592 225,219

特別利益

受取補償金 － 28,427

災害損失引当金戻入額 5,511 －

確定拠出年金移行差益 13,651 －

特別利益合計 19,163 28,427

特別損失

固定資産除却損 770 －

投資有価証券償還損 2,367 －

特別損失合計 3,138 －

税金等調整前四半期純利益 293,618 253,647

法人税、住民税及び事業税 69,656 69,423

法人税等調整額 50,546 26,793

法人税等合計 120,202 96,217

少数株主損益調整前四半期純利益 173,415 157,429

四半期純利益 173,415 157,429
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 173,415 157,429

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,164 105

その他の包括利益合計 △2,164 105

四半期包括利益 171,250 157,535

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 171,250 157,535
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【会計方針の変更】

（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）

　当社及び連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、これによる当第１四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への影響は軽

微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 63,998千円 61,358千円

のれんの償却額 499 499

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 27,655 5 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 27,655 5 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）及び当第1四半期連結累計期間（自

平成24年４月１日　至平成24年６月30日）　

　当社グループは、メディア事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから、セ

グメント情報の記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 31円35銭 28円46銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 173,415 157,429

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 173,415 157,429

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,531 5,531

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 29円57銭 27円13銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 332 271

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

　　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月10日

株式会社サイネックス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　正彦　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴田　芳宏　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サイネッ

クスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サイネックス及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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