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1. 平成29年12月期第2四半期の連結業績（平成28年12月21日～平成29年6月20日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期第2四半期 1,811 △9.8 150 △31.9 162 △29.8 151 1.9

28年12月期第2四半期 2,008 △5.0 220 △10.1 231 △8.6 148 △3.9

（注）包括利益 29年12月期第2四半期　　147百万円 （47.6％） 28年12月期第2四半期　　100百万円 （△48.9％）

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

29年12月期第2四半期 20.92 ―

28年12月期第2四半期 20.53 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年12月期第2四半期 8,585 7,363 85.8

28年12月期 8,544 7,282 85.2

（参考）自己資本 29年12月期第2四半期 7,363百万円 28年12月期 7,282百万円

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

28年12月期 ― 10.20 ― 9.20 19.40

29年12月期 ― 19.10

29年12月期（予想） ― 22.80 41.90

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成28年12月期第2四半期末配当金の内訳　　　　　普通配当5.20円　記念配当 5.00円

平成28年12月期期末配当金の内訳　　　　　　　　　　普通配当4.20円　記念配当 5.00円

平成29年12月期第2四半期末配当金の内訳　　　　　普通配当4.10円　記念配当15.00円

平成29年12月期期末配当金予想の内訳　　　　　　　普通配当7.80円　記念配当15.00円

3. 平成29年12月期の連結業績予想（平成28年12月21日～平成29年12月20日）

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 3,840 △2.3 397 △1.5 410 △4.2 309 14.6 42.77

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年12月期2Q 7,398,000 株 28年12月期 7,398,000 株

② 期末自己株式数 29年12月期2Q 164,976 株 28年12月期 164,976 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期2Q 7,233,024 株 28年12月期2Q 7,233,024 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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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

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費者マインドの改善などを背景に個人消費が増加するなど

景気は緩やかな回復がみられるものの、大手企業の平均賃金の伸び悩み、また海外では、北朝鮮・中東情勢の地政

学的リスクや欧州・米国の政治動向リスクなど、その先行きは不透明な状況にあります。

　このような中、当社グループは各分野において取り扱う情報コンテンツの見直しや拡大、情報提供方法の変更・

追加及び新規エリアへの進出等の取り組みを行いました。また、会社機関の改編や組織の見直し等を実施し、経営

判断の迅速化並びに合理化を進めると同時に、保有資産の効率化を図る目的で、投資有価証券の一部を売却いたし

ました。この結果、住宅関連情報における家づくり相談、紹介サービスやブライダル関連情報に係るリゾートフォ

トウェディングサービスの成長等がありました。しかしながら、衰退市場の中にあるクーポン関連情報の減収や求

人関連情報の売上の落ち込み等により、営業収益は18億１千１百万円（前年同期比9.8％減）となり、営業利益は１

億５千万円（前年同期比31.9％減）、経常利益は１億６千２百万円（前年同期比29.8％減）となりました。親会社

株主に帰属する四半期純利益につきましては、投資有価証券売却益の計上により、１億５千１百万円（前年同期比

1.9％増）となりました。

　なお、当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、

セグメント情報の記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間の総資産は前連結会計年度から４千１百万円増加し、85億８千５百万円となりました。

流動資産は前連結会計年度から８千２百万円増加し、58億５千５百万円となりました。この主な要因は、現金及び

預金の増加９千７百万円及び受取手形及び売掛金の減少１千６百万円等によるものであります。固定資産は前連結

会計年度から４千１百万円減少し、27億２千９百万円となりました。これは主に、投資その他の資産その他の減少

２千９百万円、建物及び構築物の減少９百万円及び機械装置及び運搬具の減少１千３百万円並びに有形固定資産そ

の他の増加１千５百万円等によるものであります。

　負債総額は前連結会計年度から４千万円減少し、12億２千１百万円となりました。流動負債は前連結会計年度か

ら５千２百万円減少し、８億７千２百万円となりました。これは主に、未払金の減少８千４百万円、買掛金の減少

１千３百万円及び賞与引当金の増加２千５百万円並びにその他の増加２千万円等によるものであります。固定負債

は前連結会計年度から１千２百万円増加し、３億４千９百万円となりました。これは主にその他の増加１千万円等

によるものであります。

　純資産は前連結会計年度から８千１百万円増加し、73億６千３百万円となり、この結果、自己資本比率は85.8%と

なりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成29年１月13日の「平成28年12月期 決算短信」で公表した平成29年12月期の連結業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表の「第2四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参考下さい。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年６月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,338,773 5,436,562

受取手形及び売掛金 405,994 389,772

製品 1,466 2,861

仕掛品 622 591

原材料及び貯蔵品 9,359 10,127

その他 18,909 17,904

貸倒引当金 △2,271 △2,199

流動資産合計 5,772,853 5,855,621

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 631,560 621,869

機械装置及び運搬具（純額） 125,904 112,203

土地 1,601,238 1,601,238

その他（純額） 13,926 28,972

有形固定資産合計 2,372,630 2,364,283

無形固定資産

その他 32,072 31,325

無形固定資産合計 32,072 31,325

投資その他の資産

その他（純額） 367,901 338,074

貸倒引当金 △1,037 △3,822

投資その他の資産合計 366,863 334,251

固定資産合計 2,771,566 2,729,861

資産合計 8,544,420 8,585,482
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年６月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 97,014 83,665

未払金 393,870 309,509

未払法人税等 75,551 84,832

前受金 318,043 308,308

賞与引当金 1,335 26,381

その他 39,162 59,474

流動負債合計 924,977 872,172

固定負債

役員退職慰労引当金 210,101 209,351

退職給付に係る負債 63,971 65,339

資産除去債務 35,198 36,953

その他 27,329 37,683

固定負債合計 336,600 349,327

負債合計 1,261,578 1,221,499

純資産の部

株主資本

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,705 983,705

利益剰余金 5,260,689 5,345,474

自己株式 △76,761 △76,761

株主資本合計 7,177,669 7,262,454

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 105,172 101,527

その他の包括利益累計額合計 105,172 101,527

純資産合計 7,282,841 7,363,982

負債純資産合計 8,544,420 8,585,482
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月21日
　至 平成28年６月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年12月21日
　至 平成29年６月20日)

営業収益 2,008,674 1,811,014

営業原価 1,533,317 1,407,987

営業総利益 475,356 403,026

販売費及び一般管理費 254,953 252,932

営業利益 220,403 150,094

営業外収益

受取利息 1,788 643

受取配当金 960 1,200

不動産賃貸料 4,421 3,376

前受金期間経過収入 1,852 4,333

その他 6,368 5,951

営業外収益合計 15,389 15,505

営業外費用

不動産賃貸費用 2,463 1,307

リース解約損 81 907

その他 1,833 827

営業外費用合計 4,377 3,043

経常利益 231,415 162,556

特別利益

投資有価証券売却益 － 66,062

特別利益合計 － 66,062

税金等調整前四半期純利益 231,415 228,619

法人税等 82,903 77,290

四半期純利益 148,511 151,328

親会社株主に帰属する四半期純利益 148,511 151,328
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月21日
　至 平成28年６月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年12月21日
　至 平成29年６月20日)

四半期純利益 148,511 151,328

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △48,425 △3,644

その他の包括利益合計 △48,425 △3,644

四半期包括利益 100,085 147,684

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 100,085 147,684

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　 税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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