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タイムリーで読み応えのある地域情報を発信
さらに読まれるタウンニュースに

代表取締役社長

　平素は、格別のご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　当事業年度については、タウンニュース紙の横浜市鶴見区版、神奈川区版を毎週化し、既
存発行版のブランド力向上に努めました。2版とも地域の浸透度がさらに向上し、それに比
例して広告収入も順調に増加しています。これで横浜市発行版17版のうち、13版が毎週発
行版になりました。残る4版につきましても、できるだけ早い時期に毎週化し、神奈川県屈
指のマーケットを持つ横浜市の深掘りをさらに進めていきたいと思っています。「Web版
タウンニュース」「政治の村」などのWeb事業につきましては、堅調にアクセス数が増加し、
認知度が高まっています。タウンニュース紙と連動した販売も進めていきながら、収益力を
高めてまいります。紙、Webと媒体は違いますが、両方とも「報道による地域貢献」「広告の
発信による地域活性化」というタウンニュースの理念を忠実に守り、媒体の質向上、コンテ
ンツの充実に力を注いでいきます。
　さまざまなメディアから多種多様な情報が発信される現代だからこそ、タイムリーで読
み応えのある地域情報が満載されているタウンニュースの存在意義がますます高まると考
えています。媒体価値と企業価値の向上に社員一丸となって取り組んでいきますので、今後
ともなお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

当社では、生活者にとって広告も街の
ニュース、大切な生活情報の1つであり、
送り手であるクライアントと受け手であ
る読者を結ぶ重要なコミュニケーション
の手段と考えております。これがアドコ
ミ（アドバタイジングとコミュニケー
ションを合わせた造語）という概念であ
り、地域に密着したアドコミの確立こそ
タウンニュースのビジネスコンセプトの
中心をなしております。

「タウンニュース」は、手軽で読みやすいタブロイド判サイズ。
1行政区1紙を原則として、各エリアごとに内容の異なる紙面を編集発行しています。

アドコミとは… 地域密着型で充実した紙面構成

株主の皆さまへ
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営業利益 215百万円（前年同期比3.4%増）

四半期純利益 133百万円（前年同期比26.0%増）

売上高 1,581百万円（前年同期比0.1%減）

経常利益 226百万円（前年同期比6.3%増）

　当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政権交代
を機に円安株高が進むなど明るい兆しが見えてきたものの、
当第2四半期累計期間全体では、円高やデフレが長期化す
る中、欧州や中国などの海外経済の減速の影響による輸出
の落ち込みに伴い、国内企業の生産活動が停滞し景気後退
局面が続きました。
　当社が属するフリーペーパー業界におきましては、同業
他社との価格競争の恒常化に加え、インターネットを利用
したアフィリエイト広告の台頭などもあり、厳しい経営環
境が続いております。
　このような環境の中、当社では、当第2四半期累計期間
も他媒体とは一線を画し、地域に密着した身近なニュース
や本紙独自の話題をタイムリーに掲載し、「読まれる紙面
づくり」に注力するとともに、紙面に掲載した広告が
Webでも閲覧できる「Web版タウンニュース」や「政治
の村」などのWeb関連の推進を引き続き進め、1件あたり
の広告の受注単価拡大に努めました。
　その結果、当第2四半期累計期間も広告の受注単価が増加、
第1四半期より毎週化した発行地区版や建設・不動産業関連、
サービス業関連業種などの広告の受注が増加しました。し
かし、これら以外の業種では受注が伸長せず、タウンニュー
ス全体の売上は前年同期実績を僅かに下回りました。

　利益につきましては、売上原価を抑制したほか、販売費
及び一般管理費を前年同期より抑えたことから、営業利
益・経常利益ともに、前年同期を上回りました。四半期純
利益につきましても、法人税減税の影響も加わり、前年同
期を上回りました。なお、営業外収益では投資有価証券売
却益5百万円、不動産賃貸収入7百万円を計上、また、営
業外費用では不動産賃貸費用（減価償却費等1百万円）と
その他費用を合わせて8百万円を計上しています。
　以上の結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高
1,581百万円（前年同期比0.1%減）、営業利益215百万円
（前年同期比3.4%増）、経常利益226百万円（前年同期比
6.3%増）、四半期純利益133百万円（前年同期比26.0%
増）となりました。

当中間期の概況

当中間期の概況
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中間貸借対照表の概要

第32期末 第33期中間期末

資産合計
2,968

流動資産
1,475

流動負債
369

固定負債
283

純資産
2,315固定資産

1,493

負債純資産合計
2,968

資産合計
2,948

流動資産
1,654

流動負債
425

固定負債
285

純資産
2,237固定資産

1,293

負債純資産合計
2,948

（単位：百万円）

　総資産は、前事業年度末に比べ20百万円増加し、2,968百万円となりました。
これは主に、現金及び預金が62百万円、受取手形及び売掛金が42百万円、有価
証券が99百万円、土地が82百万円、投資その他の資産その他が184百万円減少
しましたが、建物が171百万円、投資不動産が287百万円増加したことによる
ものであります。
　負債は、前事業年度末に比べ57百万円減少し、653百万円となりました。こ
れは主に、支払手形及び買掛金が12百万円、未払法人税等が38百万円減少した
ことによるものであります。
　純資産は、前事業年度末に比べ、78百万円増加し、2,315百万円となりました。
これは、利益剰余金の増加によるものであります。

Point

売上高 （単位：百万円）

総資産額／純資産額 （単位：百万円）

経常利益 （単位：百万円） 当期（中間）純利益 （単位：百万円）

1株当たり当期（中間）純利益 （単位：円）

中間決算データ

1株当たり純資産額 （単位：円）
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第32期中間期（2011.7.1～2011.12.31） 第33期中間期（2012.7.1～2012.12.31）

売上高
1,583

売上総利益
993 営業利益

208
経常利益

213

 中間純利益
105

売上原価
590

（単位：百万円）

販売費及び
一般管理費

784

特別損失 0
法人税等 106

営業外収益 4

売上高
1,581

売上総利益
997

 中間純利益
133

売上原価
584

販売費及び
一般管理費

781

特別損失 1
法人税等 91

営業外収益 19
営業外費用 8

営業利益
215

経常利益
226

　現金及び現金同等物（資金）は、前事業年度に比べ166百万円減少し、
348百万円となりました。
　営業活動の結果得られた資金は、106百万円となりました。これは主に、
税引前中間純利益、減価償却費、売上債権の減少等の増加要因が、たな卸資
産の増加、法人税等の支払額等の減少要因を上回ったことによるものです。
　投資活動の結果使用した資金は、217百万円となりました。これは主
に、有価証券の償還による収入、保険積立金の払戻による収入等があり
ましたが、投資有価証券の取得による支出、定期預金の預入による支
出、有形固定資産の取得による支出、投資不動産の取得による支出等が
上回ったことによるものです。
　財務活動の結果使用した資金は、55百万円となりました。これは、主
に配当金の支払額です。

Point

中間キャッシュ・フロー計算書の概要

中間損益計算書の概要

第33期中間期（2012.7.1～2012.12.31）

現金及び
現金同等物の
期首残高

514

財務活動による
キャッシュ・フロー

△55

営業活動による
キャッシュ・フロー

106

現金及び
現金同等物の
中間期末残高

348

投資活動による
キャッシュ・フロー

△217

（単位：百万円）

　タウンニュース紙では第1四半期より毎週化した横浜市
鶴見区版、神奈川区版が堅調に推移したほか、建設・不動産
関連、サービス業関連業種からの広告受注が増加しました
が、これら以外の業種では受注が予想よりも伸びず、売上高
は前年同期実績を僅かに下回りました。
　利益につきましては、売上原価を抑制したほか、販売費及び
一般管理費を前年同期より抑えたことから、営業利益・経常利
益ともに前年同期を上回りました。中間純利益につきまして
も、法人税減税の影響も加わり、前年同期を上回りました。
　以上の結果、当第2四半期累計期間の業績は売上高
1,581百万円、営業利益215百万円、経常利益226百万円、
中間純利益133百万円となりました。

Point

中間決算データ
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タウンニュース紙ができるまで

タウンニュース紙を発行するまでの、1週間をご紹介します。工程の前半では編集記者が活躍し、後半では編集記者の意図
を酌みながら、製作部門がタウンニュース紙を仕上げていきます。

各編集室で、次に発行する紙面に
どんな記事を掲載するのかや、広
告の営業先等について話し合う会
議を開きます。

組版［☆4］された紙面を複数の人
間が様々な角度から確認します。

☆1̶̶原稿
文字だけでなく、図表やイラスト、撮影
した写真データなども原稿の一部です。

☆2̶̶入稿システム
編集部門が原稿データをレイアウトし
た状態で製作部門に送ることができる
システムのことです。

☆4̶̶組版
一つ一つの原稿を紙面の体裁にレイア
ウトしていくことです。

☆3̶̶DTP作業
DTP=Desktop Publishingの略。文字、
図表、イラストの作成、色指定、写真
の取り込みなどをコンピュータによっ
て処理し、印刷物の元データを作成す
ることです。

☆5̶̶校正
レイアウト後の紙面を、原稿の内容と
突き合わせ、誤植や体裁を確認するこ
とです。また不備があれば、紙面に修
正の指示を入れて製作担当者に連絡し
ます。

編集記者たちは、担当となった記
事や広告の取材／撮影を行い、さ
らに広告の企画提案営業も行い
ます。

校正後のデータを、実際の印刷に
先立って発色を確認します。

取材内容に基づき、原稿［☆1］を
作成します。原稿データは、入稿
システム等［☆2］によって製作部
門に送られます。

本番の印刷機械で印刷します。そ
して、発行日に読者の皆さまのお
手元に紙面が届きます。

編集部門から送られた原稿データ
を製作部門がDTP作業で仕上げ
ていきます。

1 編集会議

5 校正［☆5］

2 取材／広告営業

6 最終色校正

3 原稿作成

7 印刷

4 DTP作業［☆3］

タウンニュース紙の
完成です!

用語解説

約221万部
神奈川県内及び
東京都町田市
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商 号 株式会社タウンニュース社 
本 社 〒225-0014 

神奈川県横浜市青葉区荏田西二丁目1-3
設 立 1980年8月1日
資 本 金 5億137万5,900円 
従 業 員 数 213名
※上記従業員数にはパートタイマー25名、派遣社員3名は含まれておりません。

取 締 役 会 長 大津　勝美 監査役（社外） 長谷川幸弘
代表取締役社長 宇山　知成 監査役（社外） 山口　久雄
取締役執行役員 伊藤　弘通
取 締 役 原　　智彦
取締役執行役員 小野　　淳
常 勤 監 査 役 鈴木　　茂

発行可能株式総数 12,034,000株
発行済株式総数 5,575,320株
株主数 1,558名

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

株式会社カネマス 2,220,000 40.21
宇山　忠男 600,000 10.86
大津　勝美 600,000 10.86
（注）持株比率は自己株式（54,686株）を控除して計算しております。

金融商品取引業者 1.25%
金融機関  0.59%
自己株式  0.98%
外国法人等  0.03%

その他の法人
42.16%

個人・その他
54.99%

1,000株未満  4.10%
1,000株以上  8.71%
10,000株以上  13.73%

100,000株以上
33.65%

1,000,000株以上
39.81%

■所有者別分布状況 ■所有株数別分布状況

会社概要 （2012年12月31日現在）

株式の状況 （2012年12月31日現在）

株式分布状況 （2012年12月31日現在）

役員構成 （2012年12月31日現在）

大株主 （2012年12月31日現在）

会社概要

株式情報
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株主メモ

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、右記の方法にて
アンケートへのご協力をお願いいたします。

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社 a2mediaについての詳細  http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

TEL:03-5777-3900（平日 10:00～17:30）  MAIL:info@e-kabunushi.com●アンケートのお問い合わせ 「e-株主リサーチ事務局」

下記URLにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

h t t p : / / w w w . e - k a b u n u s h i . c o m
アクセスコード　2481

●アンケート実施期間は、本株主通信がお手元に到着してから約2ヶ月間です。
ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝（図書カード500円）を進呈させていただきます

株主の皆さまの声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールにより
URL自動返信

いいかぶ 検索検索

事 業 年 度 毎年7月1日から翌年6月30日まで 株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社

定 時 株 主 総 会 毎事業年度終了後3ヵ月以内 特別口座の口座管理機関
基 準 日 6月30日 同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
公 告 方 法 電子公告 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電 TEL 0120-232-711（通話料無料）
子公告による公告をすることができない場合は、 証 券 コ ー ド 2481
日本経済新聞に掲載して行います。 上場金融商品取引所 大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場
公告掲載URL　
http://www.townnews.co.jp/

（ご注意） 1.株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっており
ます。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

〈URL〉http://www.townnews.co.jp/
IR情報や当社に関する最新動向をお伝えしております。

〈URL〉http://www.townnews.co.jp/i
スマートフォン対応版はこちら

ホームページのご案内


