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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 2,071 2.1 △13 ― △8 ― △20 ―
25年3月期第1四半期 2,029 15.1 1 ― 7 ― △10 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △25百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △14百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △5.51 ―
25年3月期第1四半期 △2.74 ―

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

26年3月期第1四半期 4,336 1,555 35.6 413.46
25年3月期 4,268 1,596 37.2 424.41
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 1,545百万円 25年3月期 1,586百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 有
平成25年５月14日の決算短信公表時点において未定であった通期の連結業績予想につきましては，売上高9,400百万円，営業利益160百万円，経常利益
180百万円を予想しております。詳細につきましては，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」をご参照ください。

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 9,400 8.3 160 21.4 180 15.1



(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） ： 有

当社は，平成25年５月14日開催の取締役会において，当社高知支社と株式会社南放（高知県高知市）の広告業務に関する営業機能を統合させるべく
新会社設立を決議し，平成25年５月31日付で「南放セーラー広告株式会社」を設立いたしました。

(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 1社 （社名） 南放セーラー広告株式会社 、 除外 ―社 （社名） ―

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 6,078,000 株 25年3月期 6,078,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,340,327 株 25年3月期 2,340,327 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,737,673 株 25年3月期1Q 3,737,673 株
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当第１四半期（平成25年４月１日から同６月30日）におけるわが国経済は，政府の経済政策や日銀の

金融政策への期待を背景に，個人消費や生産などに持ち直しの動きが見られ，景気は改善の様相を呈し

ました。しかしながら，円安による輸入価格上昇や電気料金値上げなど景気下振れリスクもあり，先行

きについては，不透明な状況となりました。

当社グループが属する広告業界におきましても，消費税増税前の需要の高まりと株高による消費マイ

ンドの改善等によって，不動産・建築業や小売業からの出稿量が増加いたしましたが，各企業のコスト

削減に対する要望が激しく，広告会社にとっては依然として厳しい経営環境が継続しました。

このような環境のなか，当社グループにおきましては，顧客志向の営業活動を推進し，企画提案力の

向上に努め，顧客課題の解決に資するきめ細かな提案活動に取り組んでまいりました。その結果，テレ

ビＣＭ，新聞広告のほか，新店舗開店などに伴う集客イベントを受注するとともに，各企業のセールス

プロモーション活動を安定して受注いたしました。その結果，当社グループの売上高は2,071百万円

（前年同期比102.1％）となりました。

しかしながら，広告手法の高度化・複雑化と各企業のコスト削減に対する要望から，売上総利益率が

0.5ポイント減少し，売上総利益は326百万円（前年同期比99.3％）となり，営業利益は13百万円の損失

（前年同期は営業利益１百万円），経常利益は８百万円の損失（前年同期は経常利益７百万円），四半

期純利益は20百万円の損失（前年同期は10百万円の四半期純損失）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4,336百万円となり，前連結会計年度末比68百万円増

加となりました。

資産の部では，受取手形及び売掛金の減少と短期借入金および長期借入金の増加による現金及び預金

の増加などを要因として，流動資産は前連結会計年度末比44百万円増加し2,213百万円となりました。

また，ソフトウェアの取得などを要因として，固定資産は前連結会計年度末比23百万円増加し2,122百

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などを要因として，流動負債は前連結

会計年度末比108百万円減少し1,768百万円となりました。また，長期借入金の増加などを要因として，

固定負債は同218百万円増加し1,012百万円となりました。

純資産の部は，同41百万円減少し1,555百万円となりました。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。

当第１四半期におきましては，物価上昇懸念などによる先行き不透明感から，各企業の広告費用投下

に対する慎重な姿勢が継続し，顧客獲得に向けた競争が一段と激しくなった結果，当社グループにおき

ましては，売上総利益率が低下し，業績に影響を与えました。

ただし，第２四半期以降，政府経済政策への期待感による消費マインドの改善や，消費税増税前の駆

け込み需要などが期待できるとともに，高知エリアの更なる強化を目的に，平成25年５月31日付で設立

した南放セーラー広告株式会社とのシナジー効果が期待でき，当社グループにおきましては，前年を超

える業績の確保に，役職員一丸となって取り組んでおります。

こうした状況を踏まえ，平成25年５月14日の決算短信公表時点において未定であった通期の連結業績

予想につきましては，売上高9,400百万円，営業利益160百万円，経常利益180百万円を予想しており，

経営管理指標として，売上総利益率17％を目標としております。

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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当社は，高知エリアのさらなる強化を図るため，平成25年５月31日付で南放セーラー広告株式会社を

新規設立いたしました。この結果，平成25年６月30日現在，当社グループは，当社，連結子会社４社お

よび非連結子会社１社によって構成されております。

なお，当該新会社の設立につきましては，平成25年５月14日開示の「高知エリアの事業再編および新

会社の設立について」をご確認ください。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 760,358 1,013,081

受取手形及び売掛金 1,325,724 1,110,373

商品及び製品 15,831 13,533

仕掛品 4,511 20,029

原材料及び貯蔵品 1,316 1,602

その他 66,394 59,579

貸倒引当金 △5,183 △4,287

流動資産合計 2,168,953 2,213,913

固定資産

有形固定資産

土地 825,986 825,986

その他（純額） 311,443 321,702

有形固定資産合計 1,137,429 1,147,689

無形固定資産

のれん 164 123

その他 10,706 16,239

無形固定資産合計 10,870 16,362

投資その他の資産

投資不動産（純額） 670,521 668,147

その他 301,945 312,025

貸倒引当金 △21,699 △21,751

投資その他の資産合計 950,767 958,421

固定資産合計 2,099,068 2,122,472

資産合計 4,268,021 4,336,385

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,256,235 1,139,052

短期借入金 214,892 423,884

未払法人税等 77,851 1,755

賞与引当金 64,200 33,699

返品調整等引当金 11,402 10,344

その他 252,601 159,505

流動負債合計 1,877,181 1,768,240

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 475,928 685,722

退職給付引当金 147,894 147,467

役員退職慰労引当金 33,647 37,385
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

その他 36,845 42,146

固定負債合計 794,315 1,012,722

負債合計 2,671,497 2,780,962

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 1,401,945 1,366,411

自己株式 △320,411 △320,411

株主資本合計 1,571,483 1,535,948

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 14,811 9,430

その他の包括利益累計額合計 14,811 9,430

新株予約権 10,230 10,044

純資産合計 1,596,524 1,555,422

負債純資産合計 4,268,021 4,336,385
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第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)

売上高 2,029,182 2,071,700

売上原価 1,699,960 1,744,909

売上総利益 329,221 326,791

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 328,158 340,217

営業利益又は営業損失（△） 1,063 △13,426

営業外収益

受取利息 12 9

受取配当金 1,696 1,796

投資不動産賃貸料 12,316 10,712

その他 1,258 2,252

営業外収益合計 15,283 14,772

営業外費用

支払利息 3,796 3,196

不動産賃貸費用 5,179 5,488

その他 307 1,022

営業外費用合計 9,283 9,706

経常利益又は経常損失（△） 7,062 △8,361

特別利益

新株予約権戻入益 － 186

特別利益合計 － 186

特別損失

固定資産除却損 2,171 18

保険解約損 1,722 －

特別損失合計 3,894 18

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（△）

3,168 △8,193

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,345

法人税等調整額 12,258 11,044

法人税等合計 13,404 12,389

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △10,235 △20,583

四半期純損失（△） △10,235 △20,583

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △10,235 △20,583

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,772 △5,381

その他の包括利益合計 △3,772 △5,381

四半期包括利益 △14,008 △25,965

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △14,008 △25,965

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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