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(百万円未満切捨て)

 

１．平成26年８月期第２四半期の業績（平成25年９月１日～平成26年２月28日）

（１）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８月期第２四半期 1,439 5.4 90 59.4 91 60.7 56 76.0

25年８月期第２四半期 1,365 4.5 56 △21.8 56 △21.9 31 △13.4

 

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

26年８月期第２四半期 30 50 －

25年８月期第２四半期 17 34 －

 

（２）財政状態

 

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年８月期第２四半期 1,463 859 58.7

25年８月期 1,445 821 56.8

 

(参考) 自己資本 26年８月期第２四半期 859百万円 25年８月期 821百万円

 

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

25年８月期 － 0 00 － 10 00 10 00

26年８月期 － 0 00

26年８月期(予想) － 10 50 10 50

 

３．平成26年８月期の業績予想（平成25年９月１日～平成26年８月31日）

(％表示は、対前期増減率)

 

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 2,931 3.3 150 9.7 150 9.5 78 6.1 42 35

 



 

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期手続きの対象外であり、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財務諸表のレビュー手続きは終了しておりませ

ん。 

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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

 

（２）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

 

（３）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) 26年８月期２Ｑ 1,843,800株 25年８月期 1,843,800株

② 期末自己株式数 26年８月期２Ｑ 115株 25年８月期 77株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年８月期２Ｑ 1,843,713株 25年８月期２Ｑ 1,843,723株

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、金融緩和や各種経済政策を背景に、円高の是正により

輸出が持ち直し、株価水準も回復の兆しを見せるなど、大手企業を中心に収益改善の傾向が見られま

す。しかし海外景気の下振れリスクや消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動が見込まれるなど、国

内景気を押し下げる要因もあり、依然として先行き不透明な状態が続いております。 

 当社の属するフリーペーパー・フリーマガジン市場は、媒体及びターゲットの多様化が進んでおりま

すが、紙媒体だけでなくインターネット広告との価格競争が恒常化するなど、依然として厳しい経営環

境が続いております。 

 このような状況の下、当社は基盤事業である新聞等発行事業においては、編集スタッフの増強を行

い、各営業拠点に配置することにより、地域情報の収集力を強化し、読者に毎週楽しみにしていただけ

る紙面内容に進化発展させていくとともに、「ちいき新聞」（フリーペーパー）紙面とＷeb事業が運営

する地域情報コミュニティサイト「チイコミ」との連携を強化し、付加価値の高い広告を提供すること

により、顧客満足度を高めてまいりました。 

 また、折込チラシ配布事業においては、地図情報システム（GIS)を活用することにより、顧客ターゲ

ットを明確にし、効率的かつ広告効果の最大化を図るサービスが広告主様のニーズに合致し、引き合い

が増加しました。 

 これらの施策の結果、折込チラシ配布事業においては、既存の広告主様への継続的な販売が増加する

とともに、新規取引顧客を拡大することができたため、その結果として、売上高の拡大を図る事ができ

ました。 

 利益につきましては、売上高の伸長だけでなく、売上原価の低減により売上総利益が増加し、また販

売費及び一般管理費の伸びが売上総利益の伸びを下回ったことにより、営業利益・経常利益・四半期純

利益ともに、前年同期を上回りました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は1,439,415千円（前年同期比5.4％増）、売上総

利益は1,049,519千円（前年同期比7.2％増）、営業利益は90,658千円（前年同期比59.4％増）、経常利

益は91,335千円（前年同期比60.7％増）、四半期純利益は56,240千円（前年同期比76.0％増）となりま

した。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

  当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ18,078千円増加し1,463,658千円となりま

した。これは、主に売掛金が19,664千円増加したことによるものであります。  

 （負債） 

 当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ19,709千円減少し604,587千円となりま

した。これは、主に流動負債のその他に含まれる預り金が8,867千円減少したことに加え、買掛金が

2,379千円及び未払法人税等が2,257千円減少したことによるものであります。 

  

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
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（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ37,787千円増加し859,070千円となりまし

た。これは、主に四半期純利益の計上により56,240千円増加しましたが、配当金の支払いにより利益剰

余金が18,437千円減少したことによるものであります。 

  

現時点におきましては、平成25年10月11日に「平成25年８月決算短信（非連結）」で公表いたしまし

た通期の業績予想に変更はございません。今後の経済情勢及び業績の推移により、通期の見通しについ

て見直しが必要になった場合には速やかに開示致します。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 

  （１）四半期貸借対照表 

 

(単位：千円)

前事業年度 

(平成25年８月31日) 

当第２四半期会計期間 

(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 910,530 908,481 

売掛金 281,619 301,284 

商品 235 141 

仕掛品 3,432 3,793 

貯蔵品 679 414 

その他 60,518 60,273 

貸倒引当金 △9,100 △8,300 

流動資産合計 1,247,914 1,266,089 

固定資産   

有形固定資産 49,883 48,480 

無形固定資産 67,755 63,729 

投資その他の資産   

その他 88,109 89,357 

貸倒引当金 △8,082 △3,997 

投資その他の資産合計 80,026 85,359 

固定資産合計 197,664 197,569 

資産合計 1,445,579 1,463,658 

負債の部   

流動負債   

買掛金 113,791 111,411 

未払金 239,367 243,177 

未払法人税等 42,096 39,838 

賞与引当金 3,983 － 

役員賞与引当金 400 － 

ポイント引当金 － 800 

その他 66,438 56,205 

流動負債合計 466,076 451,433 

固定負債   

退職給付引当金 105,948 109,631 

資産除去債務 3,571 38,509 

その他 48,699 5,012 

固定負債合計 158,219 153,153 

負債合計 624,296 604,587 

純資産の部   

株主資本   

資本金 203,112 203,112 

資本剰余金 133,112 133,112 

利益剰余金 485,072 522,875 

自己株式 △14 △30 

株主資本合計 821,282 859,070 

純資産合計 821,282 859,070 

負債純資産合計 1,445,579 1,463,658 
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（２）四半期損益計算書 

  （第２四半期累計期間） 

 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 

(自 平成25年９月１日 

 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年２月28日) 

売上高 1,365,990 1,439,415 

売上原価 386,512 389,895 

売上総利益 979,477 1,049,519 

販売費及び一般管理費 922,608 958,860 

営業利益 56,868 90,658 

営業外収益   

受取利息 396 404 

その他 182 600 

営業外収益合計 579 1,005 

営業外費用   

支払利息 256 328 

保険解約損 362 － 

その他 9 － 

営業外費用合計 628 328 

経常利益 56,819 91,335 

税引前四半期純利益 56,819 91,335 

法人税、住民税及び事業税 6,775 37,409 

法人税等調整額 18,080 △2,314 

法人税等合計 24,856 35,094 

四半期純利益 31,963 56,240 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 

(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 56,819 91,335 

減価償却費 14,637 19,999 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,346 △4,884 

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,909 △3,983 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △400 △400 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,191 3,682 

受取利息及び受取配当金 △396 △404 

支払利息 256 328 

保険解約損益（△は益） 362 △52 

売上債権の増減額（△は増加） △25,731 △15,375 

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,008 △2 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,280 △2,379 

未払金の増減額（△は減少） △15,426 2,213 

その他 △9,895 △9,050 

小計 △8,255 81,026 

利息及び配当金の受取額 526 695 

利息の支払額 △263 △351 

訴訟関連損失の支払額 △17,000 － 

保険金の受取額 5,000 － 

法人税等の支払額 △36,910 △39,497 

営業活動によるキャッシュ・フロー △56,903 41,872 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300,000 △410,000 

定期預金の払戻による収入 200,000 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △2,823 △5,837 

無形固定資産の取得による支出 △14,337 △6,075 

従業員に対する貸付けによる支出 △2,000 △100 

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 840 

保険積立金の積立による支出 △3,999 △4,831 

保険積立金の解約による収入 258 378 

敷金及び保証金の差入による支出 △18 △35 

敷金及び保証金の回収による収入 802 － 

資産除去債務の履行による支出 △1,493 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,612 △125,660 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △15 

配当金の支払額 △10,870 △18,259 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,511 △9,985 

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,381 △28,260 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,896 △112,048 

現金及び現金同等物の期首残高 655,482 610,530 

現金及び現金同等物の四半期末残高 457,585 498,481 

㈱地域新聞社(2164)　平成26年８月期　第２四半期決算短信(非連結)

－ 6 －



該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

（４）四半期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）

（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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