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（百万円未満切捨て）

１．平成20年12月期第１四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第１四半期 1,631 (△4.7) 26 (△70.7) 39 (△60.4) 34 (△21.5)

19年12月期第１四半期 1,713 (△13.0) 89 (12.4) 100 (15.4) 44 (111.7)

19年12月期 6,466 － 237 － 304 － 151 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年12月期第１四半期 403 29 － －

19年12月期第１四半期 505 15 － －

19年12月期 1,728 33 － －

(2）連結財政状態  

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

20年12月期第１四半期 5,364 3,896 71.6 49,633 37

19年12月期第１四半期 5,659 4,127 72.3 46,601 70

19年12月期 5,777 4,281 73.2 48,165 26

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

20年12月期第１四半期 △66 17 △427 3,080

19年12月期第１四半期 38 △158 △44 3,358

19年12月期 398 △313 △52 3,557

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 － － 600 00 600 00

20年12月期（実績） － － － －
600 00

20年12月期（予想） － － 600 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,100 △3.0 40 △64.9 70 △50.8 40 △27.4 446 70

通期 6,500 0.5 160 △32.6 230 △24.4 100 △34.1 1,116 76

－ 1 －



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）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

 

５．個別業績の概要（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第１四半期 975 (4.6) 16 (△12.7) 116 (314.2) 127 (730.8)

19年12月期第１四半期 932 (6.7) 19 (703.3) 28 (284.7) 15 ( - )

19年12月期 3,526 － 78 － 120 － 64 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年12月期第１四半期 1,477 32

19年12月期第１四半期 174 80

19年12月期 732 42

(2）個別財政状態  

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

20年12月期第１四半期 4,091 3,601 88.0 46,559 61

19年12月期第１四半期 4,310 3,822 88.7 43,531 49

19年12月期 4,327 3,871 89.5 44,089 11

６．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）　

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

中間期 1,800 1.3 35 6.1 130 155.0 134 458.3 1,496 45

通期 3,800 7.8 50 △35.9 160 33.3 144 125.0 1,608 13

※　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【定性的情

報・財務諸表等】をご覧下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、相対的に足踏み状態へと推移しました。輸出の増加により先行き

緩やかな回復が期待されておりますが、サブプライム住宅ローン問題を背景としたアメリカ経済の減速や原油価格の動

向等が内外経済に与える影響にも注意が必要であると思われます。

　インターネット市場につきましては、ブロードバンド化の進展と携帯電話等のモバイル端末のパケット通信料定額制

の普及等から、インターネットサービスの利用は伸長しており、その利用人口は平成19年12月末時点でおよそ8,811万人

（対前年0.7％増）、人口普及率は69.0％と推定されます（総務省調べ）。

　このような状況のもと、インターネット広告市場につきましては、平成19年度の広告費は6,003億円（うちモバイル広

告費621億円）（対前年24.4％増）と推定され（株式会社電通調べ）、またインターネット利用の増加に伴うインター

ネットメディアへの接触時間の拡大から、インターネット広告の媒体価値は高まっております。特にインターネット広

告市場の中でもモバイル広告市場は、高速データ通信にみられるようなモバイル端末の機能向上もあり、急速に拡大し

ております。

　このような環境下、当社グループは「すべての人にインターネット」という企業理念のもと、インターネット関連広

告事業におけるナンバーワンを目指し、販売力と商品開発力の強化を行って参りました。

　販売力の強化の面では、継続して企画や編集を加えた提案型の販売の実施などを行い、中小広告代理店を中心とした

新規開拓に努めて参りました。インターネット広告の取扱い実績の浅い代理店を対象としたインターネット広告参入支

援プログラム「ネットプロライト」の提供や、当社グループが持つ求人広告を活用した人材確保など、知識から人材ま

での広い範囲で代理店支援を積極的に行い、販売ネットワークの構築に努めて参りました。

　また、商品開発力の強化につきましては、インターネット広告の普及に伴いインターネット広告に掲出する広告主の

業種が拡大する中、メール広告、検索連動型広告、ＷＥＢ系広告など商品ラインアップの拡充にも積極的に取り組み、

広告主の多様化するニーズに柔軟に対応できる体制を整えました。

　一方、拡大基調にあるモバイル広告市場を見据え、平成19年７月にＧＭＯモバイル株式会社を設立しました。同社に

おいてはモバイルメールマガジン配信サービス『メルモ』の運営を積極的に行いつつ、モバイル領域での地位確立のた

めの基盤づくりを進めて参りました。

　以上の結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は、モバイル広告における好調な伸びはあるものの

求人広告において大手クライアントの事業停止処分による求人広告出稿停止の影響等により、1,631,906千円（前年同期

比4.7％減）となりました。営業利益及び経常利益に関しましても、売上高減少による影響により、営業利益26,265千円

（前年同期比70.7％減）、経常利益39,994千円（前年同期比60.4％減）となりました。四半期純利益に関しましては、

投資有価証券売却益45,716千円の計上及び固定資産除却損5,144千円等の影響により、34,807千円（前年同期比21.5％

減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当社グループの当第１四半期連結会計期間末における総資産は、5,364,507千円となり、前連結会計年度末に比べ

413,476千円の減少となりました。主な資産の変動要因は、自己株式の取得、ならびに法人税等の支払による現金及び

現金同等物の減少476,691千円によるものであります。

　負債につきましては、未払法人税等の支払により前連結会計年度末に比べ28,155千円減少し、1,468,060千円となり

ました。

　純資産につきましては、自己株式の取得及び配当金支払による利益剰余金の減少により前連結会計年度末に比べ

385,320千円減少し、3,896,446千円となりました。

　以上の結果、自己資本比率につきましては71.6％（前連結会計年度末は73.2％）となりました。

 

　当社グループの当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,080,447千

円となり、前連結会計年度末に比べ476,691千円の減少となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の減少は、66,347千円となりました。

　増加要因としては、主に税金等調整前四半期純利益81,056千円によるものであります。また、減少要因としては、

主に法人税等の支払148,812千円等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）

　投資活動による資金の増加は、17,478千円となりました。

　増加要因としては、主に投資有価証券の売却による収入120,000千円及び貸付金の回収による収入100,229千円によ

るものであります。減少要因としては、主に貸付による支出200,000千円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）
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　財務活動による資金の減少は、427,822千円となりました。

　これは、主に自己株式の取得346,253千円及び配当金の支払額44,129千円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

  平成20年12月期の連結中間期及び通期業績予想につきましては、平成20年３月10日に発表いたしました業績予想を修

正しております。詳細につきましては、本日（平成20年５月13日）公表の別紙「平成20年12月期中間期及び通期の連結

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　個別業績予想につきましては、変更しておりません。

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用　　　　　　　　　　　　　　　　：無

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更　　　　　　　　　　　　　　：無
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

科目

前第１四半期
 連結会計期間末

(平成19年３月31日)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年３月31日)
増減

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金  1,358,695  2,080,447  721,752  3,557,139  

２　受取手形及び売掛
金

 1,010,529  887,382  △123,146  796,131  

３　たな卸資産  138  140  1  580  

４　繰延税金資産  33,488  35,022  1,534  42,753  

５　関係会社預け金  2,000,000  1,000,000  △1,000,000  －  

６　その他  102,837  135,795  32,958  50,621  

貸倒引当金  △72,012  △67,794  4,218  △66,422  

流動資産合計  4,433,676 78.3 4,070,995 75.9 △362,681 △8.2 4,380,805 75.8

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※１         

(1）建物  48,335  48,152  △183  46,583  

(2）工具器具及び備
品

 20,262  20,408  146  21,939  

(3）その他  1,118  864  △254  910  

有形固定資産合計  69,716 1.2 69,425 1.3 △291 0.4 69,432 1.2

２　無形固定資産          

(1）ソフトウェア  102,062  104,270  2,208  111,442  

(2）のれん  214,837  222,212  7,375  217,522  

(3）その他  3,601  3,601  0  3,601  

無形固定資産合計  320,501 5.7 330,084 6.1 9,583 3.0 332,566 5.8

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券  139,212  213,578  74,366  314,862  

(2）出資金  364,860  364,860  0  364,860  

(3）繰延税金資産  15,170  751  △14,418  611  

(4）その他  325,767  322,984  △2,782  323,019  

貸倒引当金  △8,924  △8,174  750  △8,174  

投資その他の資産
合計

 836,086 14.8 894,001 16.7 57,914 6.9 995,179 17.2

固定資産合計  1,226,305 21.7 1,293,511 24.1 67,206 5.5 1,397,178 24.2

資産合計  5,659,981 100.0 5,364,507 100.0 △295,474 △5.2 5,777,983 100.0

          

㈱まぐクリック（4784）平成 20 年 12 月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 5 －



科目

前第１四半期
 連結会計期間末

(平成19年３月31日)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年３月31日)
増減

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　買掛金  748,424  698,823  △49,601  640,609  

２　未払金  104,465  109,432  4,966  83,464  

３　未払法人税等  49,120  20,642  △28,477  136,301  

４　賞与引当金  1,311  1,744  432  3,433  

５　役員賞与引当金  －  －  －  9,500  

６　その他 ※２ 82,599  114,846  32,246  81,992  

流動負債合計  985,923 17.4 945,489 17.6 △40,433 △4.1 955,302 16.5

Ⅱ　固定負債          

１　長期未払金  546,451  516,176  △30,274  523,166  

２　繰延税金負債  －  6,394  6,394  17,748  

固定負債合計  546,451 9.7 522,571 9.7 △23,879 △4.4 540,914 9.4

負債合計  1,532,374 27.1 1,468,060 27.3 △64,313 △4.2 1,496,216 25.9

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金  1,301,568 23.0 1,301,568 24.3 － － 1,301,568 22.5

２　資本剰余金  2,353,402 41.6 2,353,402 43.9 － － 2,353,402 40.7

３　利益剰余金  687,424 12.1 766,947 14.3 79,523 11.6 794,819 13.8

４　自己株式  △250,766 △4.4 △594,764 △11.1 △343,998 137.2 △250,766 △4.3

株主資本合計  4,091,629 72.3 3,827,154 71.4 △264,474 △6.5 4,199,024 72.7

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評
価差額金 

 － － 12,482 0.2 12,482 100.0 29,884 0.5

評価・換算差額等合
計 

 － － 12,482 0.2 12,482 100.0 29,884 0.5

Ⅲ　少数株主持分  35,978 0.6 56,809 1.1 20,831 57.9 52,857 0.9

純資産合計  4,127,607 72.9 3,896,446 72.7 △231,161 △5.6 4,281,766 74.1

負債純資産合計  5,659,981 100.0 5,364,507 100.0 △295,474 △5.2 5,777,983 100.0

          

㈱まぐクリック（4784）平成 20 年 12 月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 6 －



(2）四半期連結損益計算書

科目

前第1四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年３月31日)

当第1四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年３月31日)

増減

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年12月31日)

注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,713,209 100.0 1,631,906 100.0 △81,303 △4.7 6,466,475 100.0

Ⅱ　売上原価  1,176,774 68.7 1,165,310 71.4 △11,463 △1.0 4,449,797 68.8

売上総利益  536,435 31.3 466,595 28.6 △69,839 △13.0 2,016,677 31.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 446,828 26.1 440,329 27.0 △6,498 △1.5 1,779,125 27.5

１　役員報酬  27,826  26,059  △1,766  98,116  

２　給与手当  201,525  216,276  14,751  836,122  

３　貸倒引当金繰入額  23,222  193  △23,028  58,617  

４　賞与引当金繰入額  953  1,310  356  3,400  

５　役員賞与引当金繰
入額

 －  －  －  9,500  

６　減価償却費  11,993  9,641  △2,351  43,855  

７　のれん償却額  15,512  19,488  3,976  68,177  

８　その他  165,794  167,357  1,562  661,335  

営業利益  89,607 5.2 26,265 1.6 △63,341 △70.7 237,552 3.7

Ⅳ　営業外収益  11,371 0.7 16,189 1.0 4,818 42.4 66,829 1.0

１　受取利息  3,759  3,769  10  17,935  

２　受取配当金  422  284  △138  913  

３　受取手数料  300  300  －  1,200  

４　受取販売協力金  1,000  3,575  2,575  9,262  

５　匿名組合投資利益  4,770  6,989  2,219  28,055  

６　還付消費税等   －  －  －  1,883  

７　その他  1,118  1,270  151  7,579  

Ⅴ　営業外費用  － － 2,460 0.1 2,460 100.0 167 0.0

１　支払利息  －  134  134  －  

２　自己株式取得手数
料 

 －  2,255  2,255  －  

３　その他  －  70  70  167  

経常利益  100,978 5.9 39,994 2.5 △60,983 △60.4 304,214 4.7
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科目

前第1四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年３月31日)

当第1四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年３月31日)

増減

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年12月31日)

注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益  － － 46,206 2.8 46,206 100.0 62,409 1.0

１　固定資産売却益 ※１ －  －  －  64  

２　投資有価証券売却
益

 －  45,716  45,716  61,894  

３　貸倒引当金戻入益  －  490  490  450  

Ⅶ　特別損失  4,701 0.3 5,144 0.3 442 9.4 10,427 0.2

１　固定資産除却損 ※２ －  5,144  5,144  5,726  

２　事業所撤退費  4,701  －  △4,701  4,701  

税金等調整前四半
期（当期）純利益

 96,276 5.6 81,056 5.0 △15,219 △15.8 356,196 5.5

法人税、住民税及
び事業税

 46,757 2.7 36,462 2.3 △10,295 △22.0 186,775 2.9

法人税等調整額  301 0.0 7,590 0.5 7,289 － △750 0.0

少数株主利益  4,865 0.3 2,196 0.1 △2,669 △54.9 18,424 0.3

四半期（当期）純
利益

 44,351 2.6 34,807 2.1 △9,543 △21.5 151,747 2.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 695,752 △250,766 4,099,957

四半期連結会計期間中の変動
額

     

剰余金の配当 － － △52,680 － △52,680

四半期純利益 － － 44,351 － 44,351

株主資本以外の項目の
四半期連結会計期間
変動額（純額）

－ － － － －

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － △8,328 － △8,328

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 687,424 △250,766 4,091,629

 少数株主持分 純資産合計

平成18年12月31日　残高
（千円）

75,914 4,175,871

四半期連結会計期間中の変動
額

  

剰余金の配当 － △52,680

四半期純利益 － 44,351

株主資本以外の項目の
四半期連結会計期間
変動額（純額）

△39,936 △39,936

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

△39,936 △48,264

平成19年３月31日　残高
（千円）

35,978 4,127,607
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当第１四半期連結株主資本等変動計算書（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 794,819 △250,766 4,199,024

四半期連結会計期間中の
変動額

     

剰余金の配当 － － △62,680 － △62,680

四半期純利益 － － 34,807 － 34,807

自己株式の取得  － － － △343,998 △343,998

株主資本以外の項目の
四半期連結会計期間変動額
（純額）

－ － － － －

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － △27,872 △343,998 △371,870

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 766,947 △594,764 3,827,154

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成19年12月31日　残高
（千円）

29,884 29,884 52,857 4,281,766

四半期連結会計期間中の
変動額

    

剰余金の配当 － － － △62,680

四半期純利益 － － － 34,807

自己株式の取得   － － － △343,998

株主資本以外の項目の
四半期連結会計期間変動額
（純額）

△17,402 △17,402 3,952 △13,450

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

△17,402 △17,402 3,952 △385,320

平成20年３月31日　残高
（千円）

12,482 12,482 56,809 3,896,446
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 695,752 △250,766 4,099,957

連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △52,680 － △52,680

当期純利益 － － 151,747 － 151,747

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額
（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 99,067 － 99,067

平成19年12月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 794,819 △250,766 4,199,024

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成18年12月31日　残高
（千円）

－ － 75,914 4,175,871

連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － － △52,680

当期純利益 － － － 151,747

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額
（純額）

29,884 29,884 △23,056 6,827

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

29,884 29,884 △23,056 105,895

平成19年12月31日　残高
（千円）

29,884 29,884 52,857 4,281,766
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第1四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年３月31日)

当第1四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年３月31日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前四半期（当期）純利益  96,276 81,056 356,196

２　減価償却費  11,993 11,707 48,148

３　自己株式取得手数料  － 2,255 －

４　のれん償却額  15,512 19,488 68,177

５　匿名組合投資利益  △4,770 △6,989 △28,055

６　貸倒引当金戻入益  － △490 －

７　貸倒引当金の増加額又は減少額
（減少：△）

 22,930 △296 16,589

８　賞与引当金の減少額  △2,162 △1,689 △40

９　役員賞与引当金の増加額又は減少額
（減少：△）

 － △9,500 9,500

10　受取利息及び受取配当金  △4,182 △4,054 △18,849

11　支払利息  － 134 －

12　投資有価証券売却益  － △45,716 △61,894

13  固定資産売却益  － － △64

14　固定資産除却損  － 5,144 5,726

15　事業所撤退費  4,701 － 4,701

16　その他営業外収益  △1,118 △1,270 △9,461

17　その他営業外費用  － 70 167

18　売上債権の増加額又は減少額
（増加：△）

 △114,906 △80,570 125,797

19　たな卸資産の増加額又は減少額
（増加：△）

 374 440 △67

20　その他債権の減少額  36,407 7,746 16,186

21　仕入債務の増加額又は減少額
（減少：△）

 34,262 69,724 △29,571

22　その他債務の増加額又は減少額
（減少：△）

 15,390 33,450 △25,261

小計  110,709 80,641 477,925

23　利息及び配当金の受取額  4,180 2,348 18,757

24　利息の支払額  － △525 －

25　法人税等の還付額  － － 34,655

26　法人税等の支払額  △76,345 △148,812 △132,521

営業活動によるキャッシュ・フロー  38,544 △66,347 398,816
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前第1四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年３月31日)

当第1四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年３月31日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有形固定資産の取得による支出  △3,043 △1,067 △14,962

２　有形固定資産の売却による収入  － － 64

３　無形固定資産の取得による支出  △15,910 △2,264 △55,632

４　投資有価証券の取得による支出  － － △122,850

５　投資有価証券の売却による収入  － 120,000 66,394

６　連結子会社の追加株式取得による支
出

 △144,000 － △144,000

７　新規連結子会社の株式取得による収
入

 － 1,083 －

８　新規連結子会社の株式取得による支
出 

※３ － △301 －

９　営業譲渡に伴う収入  3,937 － 9,975

10　営業譲受に伴う支出 ※２ － － △55,350

11　貸付けによる支出  △7,440 △200,000 △10,740

12　貸付金の回収による収入  3,394 100,229 5,859

13　その他投資等の増加による支出  △150 △201 △150

14　その他投資等の減少による収入  4,362 － 8,389

投資活動によるキャッシュ・フロー  △158,849 17,478 △313,001

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金による収入  － 11,930 －

２　短期借入金の返済による支出  － △39,370 －

３　自己株式の取得による支出  － △346,253 －

４　配当金の支払額  △44,767 △44,129 △52,443

５　少数株主への配当金の支払額  － △10,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △44,767 △427,822 △52,443

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額又は減少
額

 △165,072 △476,691 33,371

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,523,767 3,557,139 3,523,767

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期期末（期
末）残高

※１ 3,358,695 3,080,447 3,557,139
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　連結の範囲に関す

る事項

子会社は、すべて連結してお

ります。

連結子会社の数　　１社

子会社は、すべて連結してお

ります。

連結子会社の数　　３社

子会社は、すべて連結してお

ります。

連結子会社の数　　２社

 会社の名称

ＧＭＯサンプランニング株式

会社

会社の名称

ＧＭＯサンプランニング株式

会社

会社の名称

ＧＭＯサンプランニング株式

会社

  

 

ＧＭＯモバイル株式会社

株式会社ベンチャーキャリア

　上記連結子会社のうち、株

式会社ベンチャーキャリアは、

平成20年２月の株式取得に伴

い、連結の範囲に含めており

ます。

ＧＭＯモバイル株式会社 

　上記連結子会社のうち、Ｇ

ＭＯモバイル株式会社は、平

成19年７月２日に設立したこ

とにより、連結の範囲に含め

ております。  

２　持分法の適用に関

する事項

関連会社及び非連結子会社が

ないため持分法の適用はござ

いません。

同左 同左

３　連結子会社の事業

年度等に関する事

項

すべての連結子会社の四半期

決算日は、四半期連結決算日

と一致しております。

同左 すべての連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と一

致しております。

４　会計処理基準に関

する事項

   

(1）重要な資産の評

価基準及び評価

方法

有価証券

①その他有価証券

時価のあるもの

　 ――――――

有価証券

①その他有価証券

時価のあるもの

当第１四半期末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しており

ます。

有価証券

①その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を

採用しております。

 時価のないもの

移動平均法による原価法

を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②たな卸資産

貯蔵品

総平均法による原価法を

採用しております。

②たな卸資産

貯蔵品

同左

②たな卸資産

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

①有形固定資産

同左

①有形固定資産

　同左

 建物 ３～18年

工具器具及び

備品
５～20年
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ②無形固定資産

　   定額法を採用しており

     ます。

なお、ソフトウェア（自

社利用分）については、

社内における利用可能見

込期間（５年以内）によ

る定額法を採用しており

ます。 

②無形固定資産

       同左

 

②無形固定資産

同左

 

(3）重要な引当金の

計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

従業員に対して支給する

賞与の支出に備えるため、

支給見込額基準により計

上しております。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左

 ③　　―――――― 

 

③　　―――――― 

 

③役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、

支給見込額基準により計

上しております。 

(4）重要なリース取

引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

(5）その他四半期連

結財務諸表（連

結財務諸表）作

成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６　のれんの償却に関

する事項

のれんの償却については、そ

の効果の発現する期間を個別

に見積もり、償却期間を決定

した上で均等償却することに

しています。

同左 同左

７　連結キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金及び

要求払預金のほか取得日より

３ケ月以内に満期日が到来す

る定期性預金、取得日より３

ケ月以内に満期日が到来する

流動性の高く、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動

について僅少のリスクしか負

わない短期的な投資でありま

す。

同左 同左
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四半期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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 　当四半期連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平

成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

  従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は4,091,629千円であります。

  なお、当四半期連結会計年度におけ

る連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

 ―――――― ――――――

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準の一部改正）

  当四半期連結会計期間より、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　最終改正平成18年８月11日　企

業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成18年８月11日　企業会

計基準適用指針第２号）を適用してお

ります。

 　これによる損益に与える影響はあ

りません。

 ―――――― ――――――
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法） 

　当四半期連結会計期間より、法人税

法の改正（「所得税法の一部を改正す

る法律　平成19年３月30日　法律第６

号」及び「法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30日　政令

第83号」）に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

　なお、この変更に伴う当連結会計年

度の損益に与える影響は軽微でありま

す。  

(追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。

（有形固定資産の減価償却方法） 

　当連結会計年度より、法人税法の改

正（「所得税法の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律第６号」及

び「法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83

号」）に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。

　なお、この変更に伴う当連結会計年

度の損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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(5)注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の

減価償却累計額
45,693千円

※１　有形固定資産の

減価償却累計額
63,235千円

※１　有形固定資産の

減価償却累計額
   58,516千円

※２　消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

　　殺の上、流動負債の「その他」に含めて

　　表示しております。 

※２　消費税等の取扱い

同左 

※２　　　　　─────  

３　当座貸越契約に係る借入金未実行残高

　当社においては、運転資金の効率的な調達

　を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を

　締結しております。

　当四半期連結会計期間末における当座貸越

　契約に係る借入金未実行残高は次のとおり

　であります。

当座貸越極度額    500,000千円

借入限度額 －千円

差引額      500,000千円

   ３　当座貸越契約に係る借入金未実行残高

    当社においては、運転資金の効率的な調達

　　を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を

　　締結しております。

　　当四半期連結会計期間末における当座貸越

　　契約に係る借入金未実行残高は次のとおり

　　であります。

当座貸越極度額    500,000千円

借入限度額 －千円

差引額      500,000千円

   ３　当座貸越契約に係る借入金未実行残高

　　当社においては、運転資金の効率的な調達

　　を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を

　　締結しております。

　　当連結会計年度における当座貸越契約に係

　　る借入金未実行残高は次のとおりでありま

　　す。

当座貸越極度額    500,000千円

借入限度額 －千円

差引額      500,000千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１ 　　　　　　───── ※１ 　　　　　　───── ※１　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

土地  64千円

　合計  64千円

※２ 　　　　　　─────

      

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

ソフトウェア    5,144千円

合計      5,144千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

ソフトウェア  5,726千円

　合計   5,726千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

　前第1四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年3月31日） 

　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間減少株式（株） 

当第１四半期連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式     

   普通株式 89,545 － － 89,545

   合計 89,545 － － 89,545

 自己株式     

   普通株式 1,745 － － 1,745

   合計 1,745 － － 1,745

 

　　２．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月20日

定時株主総会
普通株式 52,680  利益剰余金 600 平成18年12月31日 平成19年３月22日

　当第1四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年3月31日） 

　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計期

間減少株式（株） 

 当第１四半期連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式     

   普通株式 89,545 － － 89,545

   合計 89,545 － － 89,545

 自己株式     

   普通株式（注） 1,745 10,440 － 12,185

   合計 1,745 10,440 － 12,185

 （注）　普通株式の自己株式数の増加10,440株は、 取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

 

　　２．配当に関する事項 

(1)配当金支払額  

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月19日

定時株主総会
普通株式 52,680  利益剰余金 600 平成19年12月31日 平成20年３月21日
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 前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日） 

  １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

   普通株式 89,545 － － 89,545

   合計 89,545 － － 89,545

 自己株式     

   普通株式 1,745 － － 1,745

   合計 1,745 － － 1,745

 　　２．配当に関する事項 

 (1)配当金支払額  

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月20日

定時株主総会
普通株式 52,680  利益剰余金 600 平成18年12月31日 平成19年３月22日

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの 

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月19日

定時株主総会
普通株式 52,680  利益剰余金 600 平成19年12月31日 平成20年３月21日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１  現金及び現金同等物の第１四半期末残

　　　高と四半期連結貸借対照表に掲記され

　　　ている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期末残

 　　高と四半期連結貸借対照表に掲記され

     ている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

     貸借対照表に掲記されている科目の金

     額との関係

現金及び預金勘定 1,358,695千円

関係会社預け金 2,000,000千円

現金及び現金同等物  3,358,695千円

現金及び預金勘定 2,080,447千円

関係会社預け金 1,000,000千円

現金及び現金同等物  3,080,447千円

現金及び預金勘定 3,557,139千円

現金及び現金同等物    3,557,139千円

※２ 　　　　　　─────  ※２ 　　　　　　─────  ※２　当連結会計年度に営業の譲受により

　　　 増加した資産及び負債の主な内訳

　　 　　営業譲受により、メールマガジン

　　　 配信サービス『メルモ』及び携帯電

　　　 話向け無料メーリングソフト

　　   『sugu.CC』のウェブサイトの運営に

　　　 関する事業を取得したことに伴う取

　　　 得時の資産及び負債の内訳並びに同

　　　 社営業譲受の取得価額と営業譲受し

　　　 たことによる支出との関係は次のと

　　　 おりであります。

 流動資産 ―　千円 

 固定資産 ―　千円 

 のれん 55,350千円 

 　資産合計 55,350千円 

 流動負債 ―　千円 

 固定負債 ―　千円 

 　負債合計 ―　千円 

 差引：営業譲受による支

出

55,350千円 

  ※３ 　　　　　　─────   ※３　株式の取得により新たに連結子会社

　　　 となった会社の資産及び負債の主な

　　　 内訳

　　　 　株式の取得により新たに株式会社

　　　 ベンチャーキャリアを連結したこと

　　　 に伴う連結開始時の資産及び負債の

　　　 内訳並びに株式会社ベンチャーキャ

　　　 リアの取得価額と株式会社ベンチャ

　　　 ーキャリア取得のための支出（純

　　　 額）との関係は次のとおりでありま

　　　 す。

 流動資産 7,046千円 

 固定資産 6,524千円 

 のれん 24,179千円 

 流動負債 △37,448千円 

株式会社ベンチャーキャ

リアの取得価額

301千円 

株式会社ベンチャーキャ

リアの現金及び現金同等

物

1,083千円 

差引：株式会社ベン

チャーキャリア株式の取

得による収入

782千円 

   ※３ 　　　　　　─────
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(6)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年１

月１日　至　平成19年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「インターネット関連広告事業」の割合が、

いずれも90％を超えているため、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。 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年１

月１日　至　平成19年12月31日） 

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

【海外売上高】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年１

月１日　至　平成19年12月31日） 

　連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

（注）前第１四半期連結会計期間においては、セグメント情報の開示を行っていないため、記載しておりません。 
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　────── 　────── 株式会社ユナイテッドデジタルへの貸

付けについて

当社は、株式会社ユナイテッドデジタ

ルに対して下記のとおり貸付けを行う

ことを平成20年１月21日の取締役会で

決議し、同日、金銭消費貸借契約を締

結いたしました。

(1) 貸付目的　 資金運用

(2) 貸付先及び資金使途  

　　株式会社ユナイテッドデジタル

　　の運転資金等

(3) 貸付日及び金額 

　　平成20年１月22日　200,000千円

(4) 貸付金利 2.375%（年利）

(5) 返済期日 平成21年１月21日

(6) 連帯保証人 大川弘一

(7) 担保（質権設定） 

　　株式会社まぐまぐ株式32,029株
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

前第１四半期
会計期間末

(平成19年３月31日)

当第１四半期
会計期間末

(平成20年３月31日)
増減

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金  722,384  1,375,554  653,170  2,552,658  

２　売掛金 ※２ 594,657  569,117  △25,540  531,163  

３　貯蔵品  138  106  △32  574  

４　繰延税金資産  8,452  22,951  14,498  26,381  

５　短期貸付金  102,281  401,033  298,751  401,037  

６　未収法人税等  34,655  －  △34,655  －  

７　関係会社預け金  2,000,000  1,000,000  △1,000,000  －  

８　その他  56,001  32,464  △23,537  39,781  

貸倒引当金  △19,819  △48,056  △28,237  △47,960  

流動資産合計  3,498,753 81.2 3,353,171 82.0 △145,582 △4.2 3,503,635 81.0

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※１         

(1）建物  18,990  16,544  △2,446  17,094  

(2）工具器具及び備
品

 13,010  8,633  △4,376  9,415  

有形固定資産合計  32,000 0.7 25,178 0.6 △6,822 △21.3 26,510 0.6

２　無形固定資産          

(1）のれん  5,075  2,175  △2,900  2,900  

(2）ソフトウェア  73,976  47,040  △26,935  55,644  

(3）その他  361  361  －  361  

無形固定資産合計  79,413 1.8 49,577 1.2 △29,835 △37.6 58,905 1.4

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券  394,000  362,566  △31,434  436,850  

(2）繰延税金資産  4,534  590  △3,944  611  

(3）その他  301,740  300,594  △1,145  300,819  

投資その他の資産
合計

 700,274 16.3 663,750 16.2 △36,524 △5.2 738,280 17.0

固定資産合計  811,688 18.8 738,505 18.0 △73,182 △9.0 823,696 19.0

資産合計  4,310,442 100.0 4,091,676 100.0 △218,765 △5.1 4,327,331 100.0
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科目

前第１四半期
会計期間末

(平成19年３月31日)

当第１四半期
会計期間末

(平成20年３月31日)
増減

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　買掛金 ※２ 338,181  336,289  △1,891  290,864  

２　未払金  73,571  73,109  △462  30,682  

３　未払法人税等  7,762  10,147  2,385  62,735  

４　賞与引当金  1,311  1,711  399  400  

５　その他 ※３ 17,582  18,599  1,017  21,657  

流動負債合計  438,410 10.2 439,858 10.8 1,447 0.3 406,340 9.4

Ⅱ　固定負債          

１　預り敷金 ※２ 49,967  49,967  －  49,967  

固定負債合計  49,967 1.1 49,967 1.2 － － 49,967 1.1

負債合計  488,377 11.3 489,825 12.0 1,447 0.3 456,308 10.5

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金  1,301,568 30.2 1,301,568 31.8 － － 1,301,568 30.1

２　資本剰余金          

(1）資本準備金  2,214,547  1,914,547  △300,000  1,914,547  

(2）その他資本剰余
金

 138,855  438,855  300,000  438,855  

資本剰余金合計  2,353,402 54.6 2,353,402 57.5 － － 2,353,402 54.4

３　利益剰余金          

その他利益剰余金          

繰越利益剰余金  417,859  541,644  123,784  466,818  

利益剰余金合計  417,859 9.7 541,644 13.2 123,784 29.6 466,818 10.8

４　自己株式  △250,766 △5.8 △594,764 △14.5 △343,998 137.2 △250,766 △5.8

株主資本合計  3,822,064 88.7 3,601,851 88.0 △220,213 △5.7 3,871,023 89.5

純資産合計  3,822,064 88.7 3,601,851 88.0 △220,213 △5.8 3,871,023 89.5

負債純資産合計  4,310,422 100.0 4,091,676 100.0 △218,745 △5.1 4,327,331 100.0

          

㈱まぐクリック（4784）平成 20 年 12 月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 26 －



(2）四半期損益計算書

科目

  前第１四半期会計期間

 (自 平成19年１月１日

　至 平成19年３月31日) 

  当第１四半期会計期間

 (自 平成20年１月１日

 至 平成20年３月31日) 

増減

前事業年度の

要約損益計算書

(自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日)

注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  932,492 100.0 975,137 100.0 42,645 4.6 3,526,482 100.0

Ⅱ　売上原価  743,144 79.7 803,410 82.4 60,265 8.1 2,814,461 79.8

売上総利益  189,348 20.3 171,727 17.6 △17,620 △9.3 712,021 20.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 169,888 18.2 154,745 15.9 △15,142 △8.9 633,612 18.0

１　役員報酬  10,039  10,279  240  42,709  

２　給与手当  67,371  68,196  825  271,829  

３　貸倒引当金繰入額  17,769  95  △17,674  46,779  

４　賞与引当金繰入額  953  1,310  356  400  

５　減価償却費  8,592  5,541  △3,050  29,342  

６　のれん償却額  724  724  －  3,740  

７　その他  64,437  68,595  4,158  238,811  

営業利益  19,460 2.1 16,982 1.7 △2,478 △12.7 78,407 2.2

Ⅳ　営業外収益  8,604 0.9 101,512 10.4 92,907 － 42,220 1.2

１　受取利息・配当金 ※１ 4,040  95,677  91,636  22,131  

２　受取手数料 ※１ 3,600  5,100  1,500  17,400  

３　その他  964  735  △228  2,689  

Ⅴ　営業外費用  － － 2,255 0.2 2,255 100.0 166 0.0

１　自己株式取得手数
料

 －  2,255  2,255  －  

２　その他  －  －  －  166  

経常利益  28,065 3.0 116,239 11.9 88,174 314.2 120,462 3.4

Ⅵ　特別利益  － － 45,716 4.7 45,716 100.0 － －

１　投資有価証券売却
益

 －  45,716  45,716  －  

Ⅶ　特別損失  － － 5,144 0.5 5,144 100.0 5,726 0.1

１　固定資産除却損 ※２ －  5,144  5,144  5,726  

税引前四半期（当
期）利益

 28,065 3.0 156,811 16.1 128,746 458.7 114,735 3.3

法人税、住民税及
び事業税

 5,270 0.6 25,854 2.6 20,584 390.5 56,987 1.6

法人税等調整額  7,447 0.8 3,451 0.4 △3,996 △53.6 △6,558 △0.1

四半期（当期）純
利益

 15,347 1.6 127,505 13.1 112,157 730.8 64,306 1.8
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益剰
余金

利益剰余金
合計

平成18年12月31日　残高（千円） 1,301,568 2,214,547 138,855 2,353,402 455,191 455,191 △250,766 3,859,396

四半期中の変動額         

剰余金の配当 － － － － △52,680 △52,680 － △52,680

四半期純利益 － － － － 15,347 15,347 － 15,347

株主資本以外の項目の四半期中の
変動額（純額）

－ － － － － － － －

四半期中の変動額合計（千円） － － － － △37,332 △37,332 － △37,332

平成19年３月31日　残高（千円） 1,301,568 2,214,547 138,855 2,353,402 417,859 417,859 △250,766 3,822,064

 純資産合計

平成18年12月31日　残高（千円） 3,859,396

四半期中の変動額  

剰余金の配当 △52,680

四半期純利益 15,347

株主資本以外の項目の四半期中の
変動額（純額）

－

四半期中の変動額合計（千円） △37,332

平成19年３月31日　残高（千円） 3,822,064
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当第１四半期株主資本等変動計算書（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益剰
余金

利益剰余金
合計

平成19年12月31日　残高（千円） 1,301,568 1,914,547 438,855 2,353,402 466,818 466,818 △250,766 3,871,023

四半期中の変動額         

剰余金の配当 － － － － △52,680 △52,680 － △52,680

四半期純利益 － － － － 127,505 127,505 － 127,505

自己株式の取得 － － － － － － △343,998 △343,998

株主資本以外の項目の四半期中の
変動額（純額）

－ － － － － － － －

四半期中の変動額合計（千円） － － － － 74,825 74,825 △343,998 △269,172

平成20年３月31日　残高（千円） 1,301,568 1,914,547 438,855 2,353,402 541,644 541,644 △594,764 3,601,851

 純資産合計

平成19年12月31日　残高（千円） 3,871,023

四半期中の変動額  

剰余金の配当 △52,680

四半期純利益 127,505

自己株式の取得  △343,998

株主資本以外の項目の四半期中の
変動額（純額）

－

四半期中の変動額合計（千円） △269,172

平成20年３月31日　残高（千円） 3,601,851
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益剰
余金

利益剰余金
合計

平成18年12月31日　残高（千円） 1,301,568 2,214,547 138,855 2,353,402 455,191 455,191 △250,766 3,859,396

事業年度中の変動額         

剰余金の配当 － － － － △52,680 △52,680 － △52,680

当期純利益 － － － － 64,306 64,306 － 64,306

資本準備金からその他資本剰余金
への振替 

－ △300,000 300,000 － － － － －

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） － △300,000 300,000 － 11,626 11,626 － 11,626

平成19年12月31日　残高（千円） 1,301,568 1,914,547 438,855 2,353,402 466,818 466,818 △250,766 3,871,023

 純資産合計

平成18年12月31日　残高（千円） 3,859,396

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 △52,680

当期純利益 64,306

資本準備金からその他資本剰余金
への振替 

－

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

－

事業年度中の変動額合計（千円） 11,626

平成19年12月31日　残高（千円） 3,871,023
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　資産の評価基準及

び評価方法

(1）有価証券

①子会社株式

移動平均法による原価法

を採用しております。

(1）有価証券

①子会社株式

同左

(1）有価証券

①子会社株式

同左

 ②その他有価証券

時価のあるもの

――――――

②その他有価証券

時価のあるもの

―――――― 

②　その他有価証券

時価のあるもの

――――――

 時価のないもの

移動平均法による原価法

を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価

基準及び評価方法

貯蔵品

  総平均法による原価法

を採用しております。

貯蔵品

同左

 貯蔵品

           同左

３　固定資産の減価償

却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物 15～18年

工具器具及び

備品
５～20年

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しておりま

　す。なお、ソフトウェア　

　（自社利用分）について

　は、社内における利用可能

　見込期間（５年以内）によ

　る定額法を採用しておりま

　す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、支

給見込額基準により計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５　リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

６　その他四半期財務

諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

　当四半期より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基

準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 　

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は3,818,834千円であります。 

　なお、当四半期における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 

―――――― ――――――

 

 

 

 （自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の一部改正）

 当四半期より、改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　最終改

正平成18年８月11日　企業会計基準第

１号）及び「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年８月11日　企業会計基準適用

指針第２号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。  

―――――― ――――――
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前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法）

　当四半期より、法人税法の改正

（「所得税法の一部を改正する法律　

平成19年３月30日　法律第６号」及び

「法人税法施行令の一部を改正する政

令　平成19年３月30日　政令第83

号」）に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。  

　なお、この変更に伴う当事業年度の

損益に与える影響は軽微でありま

す。 

(追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。

（有形固定資産の減価償却方法） 

　当事業年度より、法人税法の改正

（「所得税法の一部を改正する法律　

平成19年３月30日　法律第６号」及び

「法人税法施行令の一部を改正する政

令　平成19年３月30日　政令第83

号」）に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

　なお、この変更に伴う当事業年度の

損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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(4)注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

11,090千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

  17,912千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    16,580千円

 ※２　関係会社に対する資産及び負債

 　　  区分掲記されたもの以外で各科目に

       含まれているものは、次のとおりで

       あります。

　　　 買掛金　　　　　　　　　283千円

　　　 預り敷金　　　　　 　49,967千円 

※２　関係会社に対する資産及び負債

 　　 区分掲記されたもの以外で各科目に　

　　　含まれているものは、次のとおりで

　　　あります。

　　  売掛金　　　　　　　　　21,325千円

　　　買掛金　　　　　　　　　19,593千円

　　　預り敷金　　　　　　　　49,967千円 

　　　　　　

※２　関係会社に対する資産及び負債

　　　区分掲記されたもの以外で各科目に　

　　　含まれているものは、次のとおりで

　　　あります。 

　　  売掛金　　　　　　　　　19,379千円

　　　買掛金　　　　　　　　　33,947千円

　　　預り敷金　　　　　　　　49,967千円 

 ※３　消費税等の取扱い

 　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

 ※３　　　　　　─────

 

 ４　当座貸越契約に係る借入金未実行残高

　　当社においては、運転資金の効率的な調

　　達を行うため取引銀行１行と当座貸越契

　　約を締結しております。

　　当第１四半期会計期間末における当座貸

　　越契約に係る借入金未実行残高は次のと

　　おりであります。

当座貸越極度額    500,000千円

借入限度額 －千円

差引額      500,000千円

　４　当座貸越契約に係る借入金未実行残高

　　当社においては、運転資金の効率的な調

　　達を行うため取引銀行１行と当座貸越契

　　約を締結しております。

　　当第１四半期会計期間末における当座貸

　　越契約に係る借入金未実行残高は次のと

　　おりであります。

当座貸越極度額    500,000千円

借入限度額 －千円

差引額      500,000千円

　４　当座貸越契約に係る借入金未実行残高

　　当社においては、運転資金の効率的な調

　　達を行うため取引銀行１行と当座貸越契

　　約を締結しております。

　　当事業年度における当座貸越契約に係る

    借入金未実行残高は次のとおりでありま

　　す。　

当座貸越極度額    500,000千円

借入限度額 －千円

差引額      500,000千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　関係会社に対するものが次のとおり含

まれております。

※１　関係会社に対するものが次のとおり含

まれております。

※１　関係会社に対するものが次のとおり含

まれております。

 受取利息

 受取手数料　

3,842千円

 　3,300千円

 受取利息 3,698千円

 受取手数料　

 受取配当金　

4,800千円

　　 90,000千円

受取利息 21,138千円

受取手数料 16,200千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

ソフトウェア 905千円

 　合計 905千円

ソフトウェア 5,144千円

　合計 5,144千円

ソフトウェア     5,726千円

合計       5,726千円

㈱まぐクリック（4784）平成 20 年 12 月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 35 －



（四半期株主資本等変動計算書関係）

　前第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日） 

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当四半期会計期間末
株式数（株）

普通株式 1,745 － － 1,745

合計 1,745 － － 1,745

 

 

　当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日） 

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当四半期会計期間末
株式数（株）

普通株式（注） 1,745 10,440 － 12,185

合計 1,745 10,440 － 12,185

（注）　普通株式の自己株式数の増加10,440株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

 

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日） 

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 1,745 － － 1,745

合計 1,745 － － 1,745
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　────── 　────── 株式会社ユナイテッドデジタルへの貸

付けについて

当社は、株式会社ユナイテッドデジタ

ルに対して下記のとおり貸付けを行う

ことを平成20年１月21日の取締役会で

決議し、同日、金銭消費貸借契約を締

結いたしました。

(1) 貸付目的　 資金運用

(2) 貸付先及び資金使途  

　　株式会社ユナイテッドデジタル

　　の運転資金等

(3) 貸付日及び金額 

　　平成20年１月22日　200,000千円

(4) 貸付金利 2.375%（年利）

(5) 返済期日 平成21年１月21日

(6) 連帯保証人 大川弘一

(7) 担保（質権設定） 

　　株式会社まぐまぐ株式32,029株
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