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

24年12月期第1四半期 1,122 8.9 75 141.7 78 130.8 8 84.4
23年12月期第1四半期 1,030 △14.6 31 38.1 34 33.3 4 73.7

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 11百万円 （431.2％） 23年12月期第1四半期 2百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 6.60 ―

23年12月期第1四半期 3.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 1,769 1,068 60.4
23年12月期 2,059 1,080 52.5

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  1,068百万円 23年12月期  1,080百万円

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

23年12月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

24年12月期 ―

24年12月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 1,995 1.2 △17 ― △33 ― △44 ― △36.28

通期 4,253 △1.7 68 △59.4 56 △67.0 0 ― 0.00



(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 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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。 
 なお、上記予想に関する事項は、２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」の「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

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） 24年12月期1Q 1,260,000 株 23年12月期 1,260,000 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 30,217 株 23年12月期 20,217 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 1,236,926 株 23年12月期1Q 1,239,783 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日～平成24年３月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響から抜け出せずにおり、また米国経済に回復の兆しがみられるものの、欧州債務問題等の世界経済の不安定化、

円高の長期化等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。当社の属するＰＲ業界におきましては、企業の

広報予算の削減傾向は続いているものの、官公庁や地方自治体、各種団体においてもＰＲに対する認知、評価が高

まっており、市場規模は拡大している状況と考えております。  

 このような経済状況のもとで、当社グループは企業からはもとより、官公庁や地方自治体からのＰＲ案件の獲得

にも努めてまいりました。 

 当社におきましては、リテイナーのクライアント契約数は前年同期比でほぼ同数、売上高におきましても同水準

となりました。オプショナル＆スポットにおきましては、官公庁及び地方公共団体からの引き合いがあり、前年同

期比で15.6％増となりました。ペイドパブリシティにおきましては、前年同期におきまして震災の影響もあり売上

高は激減しましたが、当第１四半期連結累計期間においては回復基調にあり、前年同期比で42.4％増となりまし

た。利益におきましては、売上増に伴い、売上総利益が増加したほか、人件費の抑制に努めるなどした結果、販売

費及び一般管理費が前年同期比で5.3％減少し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比

を上回ることができました。 

 また、子会社におきましては、国内の株式会社共和ピー・アールと株式会社共同ＰＲメディックス、海外子会社

の共同拓信公関顧問（上海）有限公司は、概ね前年同期並みの実績を確保いたしました。株式会社マンハッタンピ

ープルは、売上高は増加いたしましたが、それに伴う売上原価及び地代家賃の増加もあり、６百万円の四半期純損

失となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,122百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は75百万円（同

141.7％増）、経常利益は78百万円（同130.8％増）、四半期純利益は８百万円（同84.4％増）となり、増収増益と

なりました。  

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資 産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は1,226百万円となり、前連結会計年度末に比べ208百万円減少い

たしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が55百万円増加したものの、現金及び預金が226百万円減少し

たことによるものであります。固定資産は542百万円となり81百万円の減少となりました。この主な要因は、保険

積立金が42百万円、保有不動産の売却により土地が24百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は1,769百万円となり、前連結会計期間末に比べ290百万円減少いたしました。 

  

（負 債）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、487百万円となり、前連結会計年度末に比べ246百万円減少い

たしました。この主な要因は、短期借入金が170百万円減少したことによるものであります。固定負債は、213百万

円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円減少いたしました。この主な要因は、退職給付引当金が16百万円、役

員退職慰労引当金が14百万円それぞれ減少したことことによるものであります。 

 この結果、負債合計は701百万円となり、前連結会計期間末に比べ277百万円減少いたしました。  

  

（純資産）   

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、1,068百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円減少い

たしました。この主な要因は、利益剰余金が10百万円減少、自己株式が５百万円増加したことによるものでありま

す。 

 この結果、自己資本比率は60.4％（前連結会計年度末は52.5％）となりました。 

  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年12月期の業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間における業績は、概ね計画通りに推移し

ており、現時点において平成24年２月27日に公表した「平成23年12月期 決算短信」に記載の業績予想から変更は

ありません。 

 なお、予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で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、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

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（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 530,026 303,307

受取手形及び売掛金 766,604 822,264

未成業務支出金 85,090 53,841

その他 59,267 58,928

貸倒引当金 △6,370 △12,027

流動資産合計 1,434,619 1,226,316

固定資産   

有形固定資産 183,173 152,770

無形固定資産   

その他 9,977 8,249

無形固定資産合計 9,977 8,249

投資その他の資産   

破産更生債権等 183,547 181,022

その他 431,579 381,802

貸倒引当金 △183,547 △181,022

投資その他の資産合計 431,579 381,802

固定資産合計 624,730 542,822

繰延資産 17 －

資産合計 2,059,367 1,769,139

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 245,090 178,753

短期借入金 200,000 30,000

未払法人税等 79,727 4,665

その他 209,909 274,422

流動負債合計 734,728 487,841

固定負債   

退職給付引当金 179,067 162,280

役員退職慰労引当金 65,099 50,883

固定負債合計 244,167 213,163

負債合計 978,895 701,005
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 419,900 419,900

資本剰余金 360,655 360,655

利益剰余金 307,658 297,220

自己株式 △10,452 △16,002

株主資本合計 1,077,760 1,061,773

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,307 4,090

為替換算調整勘定 1,403 2,269

その他の包括利益累計額合計 2,711 6,359

純資産合計 1,080,471 1,068,133

負債純資産合計 2,059,367 1,769,139
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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

売上高 1,030,528 1,122,419

売上原価 368,188 439,317

売上総利益 662,340 683,101

販売費及び一般管理費 631,046 607,468

営業利益 31,293 75,632

営業外収益   

受取利息 99 42

受取賃貸料 1,417 860

為替差益 49 298

保険差益 1,479 －

保険解約返戻金 906 2,368

その他 167 228

営業外収益合計 4,120 3,797

営業外費用   

支払利息 1,071 430

売上割引 115 9

営業外費用合計 1,186 439

経常利益 34,227 78,990

特別利益   

貸倒引当金戻入額 680 －

特別利益合計 680 －

特別損失   

固定資産売却損 － 10,529

固定資産除却損 63 36

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,646 －

過年度決算訂正関連費用 － 41,580

特別損失合計 9,710 52,145

税金等調整前四半期純利益 25,198 26,844

法人税、住民税及び事業税 11,823 2,197

法人税等調整額 8,949 16,487

法人税等合計 20,773 18,685

四半期純利益 4,424 8,159
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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

四半期純利益 4,424 8,159

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,116 2,782

為替換算調整勘定 △85 866

その他の包括利益合計 △2,201 3,648

四半期包括利益 2,223 11,808

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,223 11,808
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該当事項はありません。   

   

   

当社グループは、ＰＲ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

共同ピーアール㈱（2436） 平成24年12月期 第１四半期決算短信

－8－




