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1.  22年12月期の連結業績（平成21年12月21日～平成22年12月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 4,340 5.1 658 198.3 695 164.7 396 911.3
21年12月期 4,130 △21.8 220 △64.3 262 △58.6 39 △92.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 54.98 ― 7.4 10.2 15.2
21年12月期 5.38 ― 0.8 3.9 5.3

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

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

22年12月期 7,040 5,522 78.3 764.44
21年12月期 6,660 5,178 77.6 716.70

（参考） 自己資本   22年12月期  5,515百万円 21年12月期  5,171百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 795 △39 △238 3,397
21年12月期 509 △53 △367 2,880

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 72 185.9 1.4
22年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 72 18.2 1.4

23年12月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 18.1

3.  23年12月期の連結業績予想（平成22年12月21日～平成23年12月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

営業収益 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 
連結累計期間

2,275 10.5 270 8.7 286 6.8 145 △4.5 20.14

通期 4,806 10.7 695 5.7 728 4.7 398 0.4 55.22
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4.  その他 

(1) 期中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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）のを算定の基礎となる株式数については、14ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期 7,398,000株 21年12月期 7,398,000株

② 期末自己株式数 22年12月期  182,511株 21年12月期  181,868株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成21年12月21日～平成22年12月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 4,313 5.3 678 157.9 714 134.1 395 677.6
21年12月期 4,095 △20.3 262 △59.8 305 △55.5 50 △89.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年12月期 54.80 ―

21年12月期 6.97 ―

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

22年12月期 7,036 5,522 78.4 764.45
21年12月期 6,660 5,180 77.7 716.89

（参考） 自己資本 22年12月期  5,515百万円 21年12月期  5,173百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（注） 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき将来予測を判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の
業績等は、状況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定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、３ページ「１． 経営成績(１) 経営成績の分析」をご覧ください。 
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・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国の成長及び経済対策により一部

業種には回復の兆しは見えるものの、継続する雇用不安、デフレの長期化及び米国景気の回復の遅

れ、欧州の財政問題等による円高、株安等により引き続き先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような中、当社グループは求人関連情報における新規エリアへの進出及びＷＥＢサイトのリニ

ューアル、住宅関連情報における新ビジネスモデルの開発及び別冊の発行、ブライダル関連情報にお

けるフリーマガジンの創刊及びＷＥＢサイトのリニューアル、レジャー関連情報における新規情報誌

の創刊及び別冊の発行、クーポン関連情報における新規情報誌の創刊及び共同購入サイトの開設等事

業拡大に向け積極的に取り組みました。同時に印刷経費、広告宣伝費及び流通経費の見直し等による

経費抑制による企業体質の強化に努めました。 

 この結果、当連結会計年度の営業収益は43億４千万円（前年同期比5.1％増）となり、営業利益は

６億５千８百万円（前年同期比198.3％増）となり、経常利益は６億９千５百万円（前年同期比

164.7％増）となり、当期純利益は３億９千６百万円（前年同期比911.3％増）となりました。 

  

事業部門別営業収入の状況は次のとおりであります。 

（求人関連情報） 

 求人関連情報につきましては、雇用情勢は引き続き厳しい状況にありますが、中途採用、アルバイ

ト等新卒を除く求人需要に底打ち感がうかがえ、広告掲載件数は全国的に回復基調で推移しました。

当社グループでは、北九州エリアでの新聞折込求人紙「オリコミアルパ」及び総合求人フリーペーパ

ー「アルパ」の創刊並びにＷＥＢサイトのリニューアル、職業紹介事業の強化等に取り組み、営業収

入は18億４千９百万円（前年同期比15.8％増）となりました。 

（ライフ関連情報） 

 ライフ関連情報につきましては、クーポン関連情報がキャンペーン等の販促策の実施、観光客向け

クーポン情報誌の創刊及び11月のクーポン共同購入サイト「ユニチケ」開設等により増収となり、フ

リーマガジンの創刊及びＷＥＢサイトのリニューアル等に取り組んだブライダル関連情報がほぼ横ば

いで推移しましたが、新規情報誌の創刊はあったものの別冊の発行数が減少したレジャー関連情報が

微減となり、インターネット事業への移行途中である住宅関連情報が大きく減収となったことによ

り、営業収益は23億１千万円（前年同期比2.9％減）となりました。 

（その他）  

 その他につきましては、子会社のソフト開発事業等の減収はありましたが、他社印刷物の受注に係

る収入の増加等により、営業収入は１億８千万円（前年同期比17.5％増）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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・次期の見通し 

次期におけるわが国経済は、回復基調ではあるものの、そのスピードはきわめて緩慢であるものと

予想されます。   

  

・資産・負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末から３億７千９百万円増加し、70億４千万円とな

りました。 

流動資産は、前連結会計年度末から５億１千４百万円増加し、39億７千５百万円となりました。この

要因は、現金及び預金の増加額９億１千７百万円及び有価証券の減少額４億円等によるものでありま

す。 

 固定資産は、前連結会計年度末から１億３千５百万円減少し、30億６千４百万円となりました。こ

れは、主に減価償却による有形固定資産の減少額１億９千３百万円及び投資有価証券の増加額６千４

百万円等によるものであります。  

負債総額は、前連結会計年度末から３千５百万円増加し、15億１千７百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末から２千６百万円増加し、12億１千７百万円となりました。これは

主に未払法人税等の増加額１億３千６百万円、未払金の増加額８千５百万円及び１年内返済予定の長

期借入金の減少額１億６千６百万円並びに前受金の減少額５千７百万円等であります。固定負債は、

前連結会計年度末から９百万円増加し、２億９千９百万円となりました。この主な要因は繰延税金負

債の増加額６百万円によるものであります。 

 純資産は、３億４千４百万増加し55億２千２百万円となり、自己資本比率は78.3％となりました。

  

このような中、当社グループは求人関連情報では、フリーペーパーのエリア拡大及びインターネッ

ト、職業紹介事業の強化を実施し、総合人材サービス化を推進いたします。ライフ関連情報では、ク

ーポン共同購入サイトの育成及びエリア拡大、ブライダル関連情報のフリーマガジン及びＷＥＢサイ

トの強化、住宅関連情報では、賃貸物件総合サイトの育成及びエリア拡大を行います。また、前期に

引き続き、経費の抑制及び人材教育に注力すること等により更なる企業体質の強化に努めるととも

に、将来の柱となるべき事業の開発に取り組んでまいります。 

 上記施策を講じることにより、平成23年12月期の連結業績予想は、営業収益48億６百万円、営業利

益は６億９千５百万円、経常利益は７億２千８百万円、当期純利益は３億９千８百万円を見込んでお

ります。

(2) 財政状態に関する分析
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・キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度は、下記の理由により、現金及び現金同等物の期末残高が33億９千７百万円と前年

同期と比べ５億１千６百万円（17.9％）の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、７億９千５百万円となりました。これ

は税金等調整前当期純利益７億１百万円に非資金費用である減価償却費２億２千３百万円及びその他

流動負債の増加額５千２百万円等による資金増加と法人税等の支払額１億８千９百万円等による資金

減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、３千９百万円となりました。これは投

資有価証券の取得による支出３千１百万円及び無形固定資産の取得による支出１千４百万円等による

資金減少並びに補助金の受取による収入１千万円等の資金増加によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、２億３千８百万円となりました。これ

は主に長期借入金の返済による支出１億６千６百万円及び配当金の支払額７千２百万円等によるもの

であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資本   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。  

３ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。 

４ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率(%) 61.4 67.8 75.0 77.6 78.3

時価ベースの自己資本比率
(%)

57.1 48.4 23.1 28.9 33.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

‐ 71.2 78.8 32.7 ‐

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

1,994.8 164.2 79.7 129.2 1,291.4
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当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、安定的な経営基盤の確保と

株主資本利益率の向上に努めるとともに、業績に対応し、かつ安定的な配当を継続していくことを基本

方針としております。また、株式の一層の流動性向上及び株主に対する利益還元を図るための方策につ

いても随時検討、実施していく所存であります。なお、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金

の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株

主総会、中間配当については取締役会であります。 

 上記の方針に基づき、当事業年度の利益配当につきましては、１株当たり５円とし、中間配当金１株

当たり５円と合わせて10円としております。また、次期配当につきましても上記方針に基づき、１株に

つき年間10円を予定しております。   

  

最近の有価証券報告書（平成22年３月８日提出）及び四半期報告書（平成22年11月２日提出）に記載

した「事業等のリスク」から顕在化した新たなリスクがないため、開示を省略しております。  

  

 最近の有価証券報告書（平成22年３月18日提出)における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

  

「会社の経営の基本方針」「目標とする経営指標」「中長期的な会社の経営戦略」及び「会社の対処すべ

き課題」並びに「その他、会社の経営上重要な事項」につきましては、平成21年12月期決算短信（平成22年

１月28日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略しております。  

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

  http://www.kg-net.co.jp/guide/ir/ 

（大阪証券取引所ホームページ） 

  https://www.ose.or.jp/listed_company_info 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

2. 企業集団の状況

3. 経営方針
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,480,196 3,397,542

受取手形及び売掛金 530,082 523,887

有価証券 400,490 －

製品 4,768 6,293

仕掛品 6,510 4,557

原材料及び貯蔵品 4,991 6,380

繰延税金資産 19,733 33,925

その他 22,548 9,473

貸倒引当金 △8,517 △6,304

流動資産合計 3,460,803 3,975,757

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,188,032 1,188,032

減価償却累計額 △467,601 △512,914

建物及び構築物（純額） 720,431 675,118

機械装置及び運搬具 1,353,184 1,352,982

減価償却累計額 △741,360 △871,897

機械装置及び運搬具（純額） 611,824 481,084

土地 1,423,858 1,423,858

その他 262,630 256,371

減価償却累計額 △212,912 △223,614

その他（純額） 49,717 32,757

有形固定資産合計 2,805,831 2,612,818

無形固定資産   

その他 76,888 74,148

無形固定資産合計 76,888 74,148

投資その他の資産   

投資有価証券 88,373 152,562

その他 233,046 225,469

貸倒引当金 △4,031 △670

投資その他の資産合計 317,387 377,360

固定資産合計 3,200,107 3,064,327

資産合計 6,660,911 7,040,084
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 99,567 100,631

1年内返済予定の長期借入金 166,524 －

未払金 312,099 397,153

未払法人税等 129,617 265,933

前受金 447,946 390,737

賞与引当金 2,264 1,867

その他 33,844 61,667

流動負債合計 1,191,863 1,217,990

固定負債   

繰延税金負債 20,576 27,173

退職給付引当金 58,168 60,939

役員退職慰労引当金 210,101 210,101

その他 1,525 1,196

固定負債合計 290,371 299,410

負債合計 1,482,234 1,517,401

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,604 983,604

利益剰余金 3,225,929 3,550,472

自己株式 △63,571 △63,763

株主資本合計 5,155,998 5,480,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,770 35,425

評価・換算差額等合計 15,770 35,425

新株予約権 6,908 6,908

純資産合計 5,178,676 5,522,682

負債純資産合計 6,660,911 7,040,084
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

営業収益 4,130,431 4,340,472

営業原価 3,341,592 3,174,191

営業総利益 788,838 1,166,281

販売費及び一般管理費   

役員報酬 213,192 200,979

給料及び賞与 56,984 66,055

広告宣伝費 88,771 59,539

減価償却費 26,297 14,345

貸倒引当金繰入額 － 3,940

その他 183,006 163,373

販売費及び一般管理費合計 568,253 508,233

営業利益 220,585 658,047

営業外収益   

受取利息 8,088 4,110

受取配当金 2,205 2,419

不動産賃貸料 8,578 8,520

前受金期間経過収入 23,537 16,796

古紙売却収入 6,427 5,863

その他 3,762 6,449

営業外収益合計 52,598 44,159

営業外費用   

支払利息 3,940 615

不動産賃貸費用 3,887 3,970

敷金解約損 1,318 1,287

その他 1,170 644

営業外費用合計 10,317 6,518

経常利益 262,866 695,689

特別利益   

補助金収入 10,781 10,811

貸倒引当金戻入額 2,826 －

特別利益合計 13,608 10,811

特別損失   

固定資産除却損 14,306 5,493

特別損失合計 14,306 5,493

税金等調整前当期純利益 262,168 701,006

法人税、住民税及び事業税 137,015 325,243

法人税等調整額 85,925 △20,940

法人税等合計 222,941 304,302

当期純利益 39,227 396,703
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,010,036 1,010,036

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,010,036 1,010,036

資本剰余金   

前期末残高 983,604 983,604

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 983,604 983,604

利益剰余金   

前期末残高 3,259,894 3,225,929

当期変動額   

剰余金の配当 △73,191 △72,161

当期純利益 39,227 396,703

当期変動額合計 △33,964 324,542

当期末残高 3,225,929 3,550,472

自己株式   

前期末残高 △31,667 △63,571

当期変動額   

自己株式の取得 △31,904 △191

当期変動額合計 △31,904 △191

当期末残高 △63,571 △63,763

株主資本合計   

前期末残高 5,221,867 5,155,998

当期変動額   

剰余金の配当 △73,191 △72,161

当期純利益 39,227 396,703

自己株式の取得 △31,904 △191

当期変動額合計 △65,868 324,350

当期末残高 5,155,998 5,480,349
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14,856 15,770

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 913 19,655

当期変動額合計 913 19,655

当期末残高 15,770 35,425

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14,856 15,770

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 913 19,655

当期変動額合計 913 19,655

当期末残高 15,770 35,425

新株予約権   

前期末残高 6,908 6,908

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,908 6,908

純資産合計   

前期末残高 5,243,632 5,178,676

当期変動額   

剰余金の配当 △73,191 △72,161

当期純利益 39,227 396,703

自己株式の取得 △31,904 △191

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 913 19,655

当期変動額合計 △64,955 344,005

当期末残高 5,178,676 5,522,682
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 262,168 701,006

減価償却費 288,280 223,435

賞与引当金の増減額（△は減少） △559 △397

退職給付引当金の増減額（△は減少） 761 2,771

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,245 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,500 △5,574

受取利息及び受取配当金 △10,293 △6,529

支払利息 3,940 615

補助金収入 △10,781 △10,811

固定資産除却損 10,331 1,263

売上債権の増減額（△は増加） 105,993 9,556

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,961 △961

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,040 10,214

仕入債務の増減額（△は減少） △48,943 1,064

その他の流動負債の増減額（△は減少） △48,599 52,001

その他 3,070 452

小計 544,625 978,108

利息及び配当金の受取額 10,391 6,811

利息の支払額 △3,940 △615

法人税等の支払額 △41,819 △189,044

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,256 795,259

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △41,288 △5,931

無形固定資産の取得による支出 △15,331 △14,817

投資有価証券の取得による支出 △6,289 △31,188

差入保証金の差入による支出 △3,074 △3,670

差入保証金の回収による収入 3,766 3,065

補助金の受取による収入 10,781 10,811

その他 △2,215 2,095

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,651 △39,635

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △262,128 △166,524

自己株式の取得による支出 △31,904 △12

配当金の支払額 △73,491 △72,231

財務活動によるキャッシュ・フロー △367,523 △238,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,081 516,855

現金及び現金同等物の期首残高 2,792,605 2,880,687

現金及び現金同等物の期末残高 2,880,687 3,397,542
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該当事項はありません。 

  

最近の有価証券報告書（平成22年３月18日提出）に記載した「連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項」から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

  

連結財務諸表に関する注記事項のうち、「連結貸借対照表関係」「連結損益計算書関係」「連結株主

資本等変動計算書関係」「連結キャッシュ・フロー計算書関係」「リース取引関係」「関連当事者との

取引」「税効果会計関係」「金融商品関係」「有価証券関係」「デリバティブ取引関係」「退職給付関

係」「ストック・オプション等関係」及び「企業結合等関係」並びに「賃貸等不動産関係」につきまし

ては、決算発表時における開示の必要性が大きくないため、開示を省略しております。 

  

全セグメントの営業収益の合計、営業利益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める情

報関連事業の割合が、いずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

全セグメントの営業収益の合計、営業利益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める情

報関連事業の割合が、いずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

海外営業収益がないため、該当事項はありません。 

  

海外営業収益がないため、該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年12月21日 至 平成21年12月20日)

当連結会計年度(自 平成21年12月21日 至 平成22年12月20日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年12月21日 至 平成21年12月20日)

当連結会計年度(自 平成21年12月21日 至 平成22年12月20日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年12月21日 至 平成21年12月20日)

当連結会計年度(自 平成21年12月21日 至 平成22年12月20日)
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年12月21日
至 平成21年12月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年12月21日
至 平成22年12月20日)

１株当たり純資産額 716円  70銭 764円  44銭

１株当たり当期純利益 5円  38銭 54円  98銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記
載しておりません。  

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記
載しておりません。  

前連結会計年度
（平成21年12月20日現在)

当連結会計年度
（平成22年12月20日現在)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,178,676 5,522,682

普通株式に係る純資産額(千円) 5,171,768 5,515,774

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当た
り純資産額の算定に用いられた普通株式に係る連
結会計年度末の純資産額との差額の内訳(千円) 
 新株予約権 

 
  
 

6,908    6,908

普通株式の発行済株式数(株) 7,398,000 7,398,000

普通株式の自己株式数(株) 181,868 182,511

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株) 7,216,132 7,215,489

前連結会計年度
(自 平成20年12月21日
至 平成21年12月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年12月21日
至 平成22年12月20日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益(千円) 39,227 396,703

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益(千円) 39,227 396,703

 普通株式の期中平均株式数(株) 7,291,886 7,215,835

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ― ―

 普通株式増加数(株) 
 （うち新株予約権）

―
（―）

―
  （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

新株予約権
平成15年３月18日定時株
主総会決議 
新株予約権の数 166個 
平成17年３月17日定時株
主総会決議 
新株予約権の数 ３個 
平成18年３月16日定時株
主総会決議 
新株予約権の数 44個 
 

新株予約権 
平成15年３月18日定時株
主総会決議 
新株予約権の数 161個 
平成17年３月17日定時株
主総会決議 
新株予約権の数 ３個 
平成18年３月16日定時株
主総会決議 
新株予約権の数 44個 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成20年12月21日 至 平成21年12月20日)

当連結会計年度(自 平成21年12月21日 至 平成22年12月20日)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年12月20日) 

当事業年度 
(平成22年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,467,526 3,372,959

受取手形 2,046 8,343

売掛金 525,787 513,505

有価証券 400,490 －

製品 4,768 6,293

仕掛品 6,510 4,557

原材料及び貯蔵品 4,991 6,380

前払費用 6,749 6,776

繰延税金資産 19,733 33,925

その他 7,896 1,493

貸倒引当金 △8,504 △6,293

流動資産合計 3,437,995 3,947,942

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,126,226 1,126,226

減価償却累計額 △430,139 △472,270

建物（純額） 696,087 653,956

構築物 61,805 61,805

減価償却累計額 △37,462 △40,643

構築物（純額） 24,343 21,162

機械及び装置 1,333,717 1,333,717

減価償却累計額 △728,331 △857,006

機械及び装置（純額） 605,385 476,710

車両運搬具 19,467 19,265

減価償却累計額 △13,028 △14,891

車両運搬具（純額） 6,439 4,373

工具、器具及び備品 261,402 255,144

減価償却累計額 △211,878 △222,506

工具、器具及び備品（純額） 49,523 32,637

土地 1,423,858 1,423,858

有形固定資産合計 2,805,637 2,612,698

無形固定資産   

ソフトウエア 67,263 64,921

その他 9,407 9,187

無形固定資産合計 76,671 74,109
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年12月20日) 

当事業年度 
(平成22年12月20日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 88,373 152,562

関係会社株式 60,534 60,534

出資金 10 10

関係会社長期貸付金 － 20,000

破産更生債権等 4,031 670

長期前払費用 4,260 3,323

差入保証金 59,644 60,249

賃貸不動産 203,441 203,441

減価償却累計額 △47,058 △48,789

賃貸不動産（純額） 156,383 154,651

その他 2,624 2,627

貸倒引当金 △4,031 △670

投資損失引当金 △32,000 △52,000

投資その他の資産合計 339,830 401,957

固定資産合計 3,222,139 3,088,766

資産合計 6,660,134 7,036,709

負債の部   

流動負債   

買掛金 99,241 98,642

1年内返済予定の長期借入金 166,524 －

未払金 310,845 396,739

未払消費税等 14,003 37,388

未払費用 17,223 16,419

未払法人税等 129,229 265,455

前受金 447,946 390,737

預り金 1,827 1,636

賞与引当金 2,264 1,867

その他 590 5,624

流動負債合計 1,189,698 1,214,511

固定負債   

繰延税金負債 20,576 27,173

退職給付引当金 58,168 60,939

役員退職慰労引当金 210,101 210,101

長期預り保証金 1,525 1,196

固定負債合計 290,371 299,410

負債合計 1,480,069 1,513,922
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年12月20日) 

当事業年度 
(平成22年12月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金   

資本準備金 983,604 983,604

資本剰余金合計 983,604 983,604

利益剰余金   

利益準備金 7,935 7,935

その他利益剰余金   

特別償却準備金 31,496 23,758

固定資産圧縮積立金 26,926 22,326

繰越利益剰余金 3,160,959 3,496,557

利益剰余金合計 3,227,318 3,550,577

自己株式 △63,571 △63,763

株主資本合計 5,157,386 5,480,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,770 35,425

評価・換算差額等合計 15,770 35,425

新株予約権 6,908 6,908

純資産合計 5,180,065 5,522,787

負債純資産合計 6,660,134 7,036,709
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

営業収益   

広告掲載料収入 3,753,444 3,904,397

その他の売上高 341,907 408,604

営業収益合計 4,095,351 4,313,001

営業原価 3,307,904 3,150,631

営業総利益 787,446 1,162,370

販売費及び一般管理費   

役員報酬 193,992 191,979

給料及び賞与 49,744 61,305

福利厚生費 38,600 40,051

広告宣伝費 85,019 58,216

貸倒引当金繰入額 － 3,942

減価償却費 26,297 14,345

その他 130,879 114,448

販売費及び一般管理費合計 524,534 484,289

営業利益 262,911 678,081

営業外収益   

受取利息 6,825 4,078

有価証券利息 1,216 268

受取配当金 2,205 2,419

不動産賃貸料 8,578 8,520

前受金期間経過収入 23,537 16,796

古紙売却収入 6,427 5,863

その他 3,761 4,806

営業外収益合計 52,552 42,752

営業外費用   

支払利息 3,940 615

不動産賃貸費用 3,887 3,970

敷金解約損 1,318 1,287

その他 1,170 644

営業外費用合計 10,317 6,518

経常利益 305,146 714,315

特別利益   

補助金収入 10,781 10,811

貸倒引当金戻入額 2,589 －

特別利益合計 13,371 10,811

特別損失   

固定資産除却損 ※1  13,107 ※1  5,493

投資損失引当金繰入額 32,000 20,000

特別損失合計 45,107 25,493

税引前当期純利益 273,410 699,633

法人税、住民税及び事業税 136,828 325,153

法人税等調整額 85,728 △20,940

法人税等合計 222,557 304,212

当期純利益 50,853 395,420
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,010,036 1,010,036

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,010,036 1,010,036

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 983,604 983,604

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 983,604 983,604

資本剰余金合計   

前期末残高 983,604 983,604

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 983,604 983,604

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 7,935 7,935

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,935 7,935

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 39,476 31,496

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △7,979 △7,738

当期変動額合計 △7,979 △7,738

当期末残高 31,496 23,758

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 32,705 26,926

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △5,778 △4,600

当期変動額合計 △5,778 △4,600

当期末残高 26,926 22,326
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,169,539 3,160,959

当期変動額   

剰余金の配当 △73,191 △72,161

特別償却準備金の取崩 7,979 7,738

固定資産圧縮積立金の取崩 5,778 4,600

当期純利益 50,853 395,420

当期変動額合計 △8,580 335,598

当期末残高 3,160,959 3,496,557

利益剰余金合計   

前期末残高 3,249,657 3,227,318

当期変動額   

剰余金の配当 △73,191 △72,161

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 50,853 395,420

当期変動額合計 △22,338 323,258

当期末残高 3,227,318 3,550,577

自己株式   

前期末残高 △31,667 △63,571

当期変動額   

自己株式の取得 △31,904 △191

当期変動額合計 △31,904 △191

当期末残高 △63,571 △63,763

株主資本合計   

前期末残高 5,211,629 5,157,386

当期変動額   

剰余金の配当 △73,191 △72,161

当期純利益 50,853 395,420

自己株式の取得 △31,904 △191

当期変動額合計 △54,242 323,067

当期末残高 5,157,386 5,480,454
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年12月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14,856 15,770

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 913 19,655

当期変動額合計 913 19,655

当期末残高 15,770 35,425

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14,856 15,770

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 913 19,655

当期変動額合計 913 19,655

当期末残高 15,770 35,425

新株予約権   

前期末残高 6,908 6,908

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,908 6,908

純資産合計   

前期末残高 5,233,394 5,180,065

当期変動額   

剰余金の配当 △73,191 △72,161

当期純利益 50,853 395,420

自己株式の取得 △31,904 △191

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 913 19,655

当期変動額合計 △53,329 342,722

当期末残高 5,180,065 5,522,787
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該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。     

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6.【その他】
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