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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 7,564 2.8 585 1.8 623 6.1 422 41.7
24年3月期第3四半期 7,355 17.3 574 0.9 587 △0.2 297 △2.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 424百万円 （45.8％） 24年3月期第3四半期 291百万円 （△4.4％）

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

25年3月期第3四半期 76.34 72.84
24年3月期第3四半期 53.86 51.33

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 7,634 4,245 55.6
24年3月期 7,442 3,848 51.7

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,245百万円 24年3月期  3,848百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  無  
 

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

通期 10,000 4.5 630 10.9 660 8.4 320 7.1 57.85



(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  

(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 

(注)添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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報告書の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、金融商品取引法に
基づく四半期報告書のレビュー手続は終了していません。 

※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、当社グループ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。ご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関す
る定性的情報 （3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 6,470,660 株 24年3月期 6,470,660 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 939,578 株 24年3月期 939,578 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,531,082 株 24年3月期3Q 5,531,082 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気浮揚策への期待が高まっているものの、欧州

の債務危機問題や新興国経済の成長鈍化による海外経済の減速基調の継続、さらに、輸出の低迷や長期化する電力

供給懸念もあり、引き続き不透明な状況で推移いたしました。 

このような経営環境におきまして、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』を発行し、官民協働で地域再生支援に取り組むと

ともに、中小事業者のプロモーションやソリューションを支援するサービスを提供いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が対前年同期比2.8％増の75億64百万円、営業利益が対

前年同期比1.8％増の５億85百万円、経常利益が対前年同期比6.1％増の６億23百万円、四半期純利益が対前年同期

比41.7％増の４億22百万円となりました。 

（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

2.6％増の74億15百万円となりました。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、地域行政情報誌『わが街事典』の発行地区拡大を官民協働で推進し、熊

本県熊本市や広島県福山市等で新たに発行するとともに、滋賀県大津市や三重県桑名市等で２版目を発行するな

ど、101の市や町と共同発行いたしました。50音別電話帳『テレパル５０』につきましては、行政情報や、新たに

地域情報を付加した電話帳の発行に取り組みました。これらの結果、売上高は、対前年同期比5.7％増の55億57百

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『Yahoo!

プロモーション広告』や当社の地域情報サイト『CityDO！』等インターネット広告の積極的な販売に努めるととも

に、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』等旅行商品の販売も順調に推移いたしましたが、ヤフー株式会社の一部提携商品が端境期にあったこともあ

り、売上高は、対前年同期比5.8％減の18億58百万円となりました。  

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、対

前年同期比17.6％増の１億48百万円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間において100％子会社であっ

た株式会社ＦＰエージェントは、平成24年12月31日に当社がその所有する株式を82％譲渡したため、連結の範囲か

ら除外しておりますが、損益計算書項目のみ連結しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、76億34百万円となり、前連結会計年度末比１億92百万円の増加

となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加額２億23百万円によるものであります。 

なお、純資産は42億45百万円となり、自己資本比率は当四半期において3.9ポイント上昇し55.6％となりまし

た。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の業績は、当初予想どおり推移しており、現時点において平成24年５月14日に公表い

たしました業績予想に変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （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、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３四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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,641,794 2,864,859

受取手形及び売掛金 474,722 499,018

有価証券 281,680 280,084

製品 161,390 149,588

仕掛品 124,287 98,771

原材料及び貯蔵品 10,550 15,783

その他 161,901 117,942

貸倒引当金 △43,332 △43,490

流動資産合計 3,812,995 3,982,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 463,377 440,268

機械装置及び運搬具（純額） 257,930 208,524

土地 698,136 697,494

リース資産（純額） 93,182 83,343

その他（純額） 42,049 31,646

有形固定資産合計 1,554,676 1,461,277

無形固定資産   

その他 222,480 192,300

無形固定資産合計 222,480 192,300

投資その他の資産   

投資有価証券 511,055 669,647

その他 1,350,718 1,338,379

貸倒引当金 △9,189 △9,189

投資その他の資産合計 1,852,584 1,998,837

固定資産合計 3,629,741 3,652,415

資産合計 7,442,737 7,634,974



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 233,582 234,748

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 142,949 83,943

前受金 1,200,991 1,230,775

賞与引当金 138,373 68,536

その他 448,367 345,152

流動負債合計 2,514,263 2,313,156

固定負債   

退職給付引当金 964,416 969,347

役員退職慰労引当金 68,387 73,841

その他 46,998 33,268

固定負債合計 1,079,801 1,076,457

負債合計 3,594,065 3,389,614

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 3,224,739

自己株式 △277,229 △277,229

株主資本合計 3,855,122 4,249,605

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 △4,245

その他の包括利益累計額合計 △6,450 △4,245

少数株主持分 － －

純資産合計 3,848,672 4,245,360

負債純資産合計 7,442,737 7,634,974



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 7,355,544 7,564,080

売上原価 2,942,455 2,905,973

売上総利益 4,413,089 4,658,107

販売費及び一般管理費 3,838,331 4,072,748

営業利益 574,757 585,359

営業外収益   

受取利息 5,864 5,050

受取家賃 20,226 19,493

補助金収入 8,497 634

為替差益 － 9,517

その他 17,788 12,757

営業外収益合計 52,377 47,454

営業外費用   

支払利息 4,278 4,018

複合金融商品評価損 19,240 2,060

為替差損 13,034 －

その他 2,958 3,405

営業外費用合計 39,510 9,484

経常利益 587,624 623,328

特別利益   

固定資産売却益 24 －

投資有価証券売却益 － 12,960

受取補償金 － 28,427

災害損失引当金戻入額 7,662 －

確定拠出年金移行差益 13,651 －

その他 34 －

特別利益合計 21,374 41,387

特別損失   

固定資産除却損 1,172 171

減損損失 － 3,479

投資有価証券評価損 9,165 －

投資有価証券償還損 2,367 －

関係会社株式売却損 － 483

その他 2,013 －

特別損失合計 14,717 4,133

税金等調整前四半期純利益 594,281 660,582

法人税、住民税及び事業税 175,464 200,606

法人税等調整額 120,919 37,731

法人税等合計 296,384 238,338

少数株主損益調整前四半期純利益 297,897 422,244

四半期純利益 297,897 422,244



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 297,897 422,244

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,858 2,205

その他の包括利益合計 △6,858 2,205

四半期包括利益 291,038 424,449

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 291,038 424,449



  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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