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（百万円未満切捨て）

１．平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20年９月30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３四半期 4,643 (0.6) △25 － 22 (△89.6) 14 (△83.2)

19年12月期第３四半期 4,615 (△8.7) 172 (0.5) 217 (6.6) 88 (336.8)

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３四半期 184 61 － －

19年12月期第３四半期 1,007 85 － －

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３四半期 5,009 3,850 76.3 49,401 31

19年12月期第３四半期 5,441 4,176 76.0 47,104 40

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３四半期 △235 71 △436 2,956

19年12月期第３四半期 117 △359 △52 3,229

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 6,400 △1.0 10 △95.8 80 △73.7 10 △93.4 111 68

－ 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９月30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３四半期 3,037 (16.6) 25 (△63.0) 148 (48.0) 146 (184.9)

19年12月期第３四半期 2,605 (1.7) 70 (38.2) 100 (27.5) 51 －

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３四半期 1,828 51

19年12月期第３四半期 587 19

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３四半期 4,082 3,621 88.7 46,810 15

19年12月期第３四半期 4,258 3,858 90.6 43,943 88

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 4,000 13.4 0 △100.0 130 7.9 130 102.2 1,451 78

※　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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、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

金融市場の混乱が世界的に波及し、景気全般が急速な後退局面に転じました。

　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。

　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。

　また、インターネット広告市場の中でも高い成長率が期待されるロングテール領域においては、平成20年２月に行っ

た株式会社サイバーコミュニケーションズとの業務提携による協力関係を進め、精力的に当該領域出の販売力強化を図

りました。

　一方、拡大基調にあるモバイル広告市場においては、子会社ＧＭＯモバイル株式会社による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コンテンツの充実を図って参りました。

　求人広告市場においては、中途採用社員領域における採用メディアの多様化や、一層の効率化の追求により、採用に

対する費用対効果が厳しく求められているほか、景気後退にあわせ雇用にも厳しさが現れており、結果として当社グルー

プの求人広告事業も大変厳しい状況となりました。

　以上の結果、当社グループの当第３四半期連結会計期間の売上高は4,643,693千円（前年同期比0.6％増）、営業利益

は△25,683千円（前年同期は172,975千円）、経常利益は22,565千円（前年同期比89.6％減）、四半期純利益は14,830千

円（前年同期比83.2％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３四半期連結会計期間末における総資産は、5,009,745千円となり、前連結会計年度末に比べ

768,237千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、法人税等の支払による現金及び現金同等

物の減少600,394千円によるものであります。

　負債は、未払法人税等の支払により前連結会計年度末に比べ337,387千円減少し、1,158,829千円となりました。

　純資産は、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430,850千円減少

し、3,850,916千円となりました。

　以上の結果、自己資本比率につきましては76.3％（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３四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、2,956,745千

円となり、前連結会計年度末に比べ600,394千円の減少となりました。

　当第３四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、235,325円（前年同期は117,603千円の増加）となりました。

　これは主に税金等調整前四半期純利益61,256千円の増加要因があったものの、法人税等の支払248,082千円等による

減少要因があったこと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、71,385千円（前年同期は359,697千円の減少）となりました。

　これは主に貸付による支出300,000千円及び連結子会社であるＧＭＯサンプランニング株式会社の追加株式取得によ

る支出30,300千円の減少要因があったものの、貸付金の回収281,478千円及び投資有価証券の売却による収入136,792

千円による増加要因があったことによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は、436,454千円（前年同期は52,347千円の減少）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52,760千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月期の通期業績予想につきましては、平成20年８月12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11月12日）公表の別紙「平成20年12月期通期の業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。

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３四半期
 連結会計期間末

(平成19年９月30日)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30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  1,229,326  1,456,745  227,419  3,557,139  

２　受取手形及び売掛金  807,714  706,795  △100,918  796,131  

３　たな卸資産  355  80  △274  580  

４　繰延税金資産  45,831  69,070  23,239  42,753  

５　関係会社預け金  2,000,000  1,500,000  △500,000  －  

６　その他  75,741  141,923  66,182  50,621  

貸倒引当金  △72,113  △70,666  1,447  △66,422  

流動資産合計  4,086,854 75.1 3,803,949 75.9 △282,905 △6.9 4,380,805 75.8

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※１         

(1）建物  47,853  40,662  △7,190  46,583  

(2）工具器具及び備品  22,981  16,564  △6,417  21,939  

(3）その他  910  －  △910  910  

有形固定資産合計  71,745 1.3 57,226 1.1 △14,518 △20.2 69,432 1.2

２　無形固定資産          

(1）ソフトウェア  101,937  98,894  △3,042  111,442  

(2）のれん  230,852  179,024  △51,828  217,522  

(3）その他  17,881  3,673  △14,207  3,601  

無形固定資産合計  350,671 6.5 281,592 5.6 △69,078 △19.7 332,566 5.8

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券  245,612  189,578  △56,034  314,862  

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

(3）繰延税金資産  6,825  7,443  618  611  

(4）その他  323,785  313,042  △10,743  323,019  

貸倒引当金  △8,699  △7,949  750  △8,174  

投資その他の資産合
計

 932,384 17.1 866,976 17.4 △65,408 △7.0 995,179 17.2

固定資産合計  1,354,801 24.9 1,205,796 24.1 △149,005 △11.0 1,397,178 24.2

資産合計  5,441,656 100.0 5,009,745 100.0 △431,910 △7.9 5,777,983 100.0
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科目

前第３四半期
 連結会計期間末

(平成19年９月30日)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30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  511,370  506,792  △4,577  640,609  

２　未払金  85,016  69,929  △15,086  83,464  

３　未払法人税等  59,952  5,636  △54,316  136,301  

４　賞与引当金  1,559  1,517  △41  3,433  

５　役員賞与引当金  －  －  －  9,500  

６　その他 ※２ 74,004  67,388  △6,615  81,992  

流動負債合計  731,903 13.5 651,265 13.0 △80,638 △11.0 955,302 16.5

Ⅱ　固定負債          

１　長期未払金  533,387  496,373  △37,014  523,166  

２　繰延税金負債  －  3,595  3,595  17,748  

３　負ののれん　  －  4,595  4,595  －  

４　その他  －  3,000  3,000  －  

固定負債合計  533,387 9.8 507,563 10.1 △25,824 △4.8 540,914 9.4

負債合計  1,265,291 23.3 1,158,829 23.1 △106,462 △8.4 1,496,216 25.9

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金  1,301,568 23.9 1,301,568 26.0 － － 1,301,568 22.5

２　資本剰余金  2,353,402 43.3 2,353,402 47.0 － － 2,353,402 40.7

３　利益剰余金  731,561 13.4 756,970 15.1 25,408 3.5 794,819 13.8

４　自己株式  △250,766 △4.6 △594,764 △11.9 △343,998 △137.2 △250,766 △4.3

株主資本合計  4,135,766 76.0 3,817,177 76.2 △318,589 △7.7 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 

 － － 4,507 0.1 4,507 － 29,884 0.5

評価・換算差額等合
計 

 － － 4,507 0.1 4,507 － 29,884 0.5

Ⅲ　少数株主持分  40,598 0.7 29,231 0.6 △11,366 △28.0 52,857 0.9

純資産合計  4,176,364 76.7 3,850,916 76.9 △325,448 △7.8 4,281,766 74.1

負債純資産合計  5,441,656 100.0 5,009,745 100.0 △431,910 △7.9 5,777,983 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

科目

前第3四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年９月30日)

当第3四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年９月30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  4,615,184 100.0 4,643,693 100.0 28,509 0.6 6,466,475 100.0

Ⅱ　売上原価  3,131,497 67.9 3,431,323 73.9 299,825 9.6 4,449,797 68.8

売上総利益  1,483,686 32.1 1,212,370 26.1 △271,316 △18.3 2,016,677 31.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 1,310,710 28.4 1,238,054 26.7 △72,656 △5.5 1,779,125 27.5

１　役員報酬  74,686  82,838  8,152  98,116  

２　給与手当  625,188  609,339  △15,848  836,122  

３　貸倒引当金繰入額  24,881  3,757  △21,123  58,617  

４　賞与引当金繰入額  1,473  1,517  44  3,400  

５　役員賞与引当金繰
入額

 －  －  －  9,500  

６　減価償却費  36,374  27,973  △8,401  43,855  

７　のれん償却額  47,377  55,702  8,325  68,177  

８　その他  500,729  456,924  △43,804  661,335  

営業利益  172,975 3.7 △25,683 △0.6 △198,659 － 237,552 3.7

Ⅳ　営業外収益  44,687 1.0 50,631 1.1 5,944 13.3 66,829 1.0

１　受取利息  13,027  12,497  △529  17,935  

２　受取配当金  815  3,159  2,344  913  

３　受取手数料  900  900  －  1,200  

４　負ののれん償却額  －  810  810  －  

５　営業補償金　  －  978  978  －  

６　受取販売協力金  9,262  3,575  △5,687  9,262  

７　匿名組合投資利益  17,833  26,792  8,959  28,055  

８　還付消費税等   －  －  －  1,883  

９　その他  2,849  1,917  △931  7,579  

Ⅴ　営業外費用  166 0.0 2,383 0.0 2,217 － 167 0.0

１　支払利息  －  127  127  －  

２　自己株式取得手数
料 

 －  2,255  2,255  －  

３　その他  166  －  △166  167  

経常利益  217,497 4.7 22,565 0.5 △194,932 △89.6 304,214 4.7
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科目

前第3四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年９月30日)

当第3四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年９月30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  64 0.0 62,231 1.3 62,167 － 62,409 1.0

１　投資有価証券売却
益

 －  60,258  60,258  61,894  

２　貸倒引当金戻入益  －  1,377  1,377  450  

３　固定資産売却益
※１
　

64  595  531  64  

Ⅶ　特別損失  10,424 0.2 23,539 0.5 13,115 125.8 10,427 0.2

１　固定資産除却損 ※２ 5,726  5,144  △582  5,726  

２　事業所撤退費  4,698  16,171  11,473  4,701  

３　商号変更費用　  －  2,224  2,224  －  

税金等調整前四半
期（当期）純利益

 207,136 4.5 61,256 1.3 △145,880 △70.4 356,196 5.5

法人税、住民税及
び事業税

 112,858 2.5 41,301 0.9 △71,557 △63.4 186,775 2.9

法人税等調整額  △3,696 △0.1 3,415 0.1 7,111 △192.4 △750 0.0

少数株主利益  9,485 0.2 1,709 0.0 △7,776 △82.0 18,424 0.3

四半期（当期）純
利益

 88,488 1.9 14,830 0.3 △73,658 △83.2 151,747 2.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四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９月30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 － － 88,488 － 88,488

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）

－ － 35,808 － 35,808

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 731,561 △250,766 4,135,766

 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 － 88,488

株主資本以外の項目の
四半期連結会計期間
変動額（純額）

△35,316 △35,316

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

△35,316 492

平成19年９月30日　残高
（千円）

40,598 4,176,364

ＧＭＯアドパートナーズ(株)（4784）平成 20 年 12 月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 9 －



当第３四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９月30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 － － △52,680 － △52,680

四半期純利益 － － 14,830 － 14,830

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）

－ － △37,849 △343,998 △381,847

平成20年９月30日　残高
（千円）

1,301,568 2,353,402 756,970 △594,764 3,817,177

 

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 － － － △52,680

四半期純利益 － － － 14,830

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）

△25,376 △25,376 △23,625 △49,002

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

△25,376 △25,376 △23,625 △430,850

平成20年９月30日　残高
（千円）

4,507 4,507 29,231 3,850,916
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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3四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年９月30日)

当第3四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年９月30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  207,136 61,256 356,196

２　減価償却費  38,457 34,680 48,148

３　自己株式取得手数料  － 2,255 －

４　のれん償却額  47,377 55,702 68,177

５　負ののれん償却額　  － △810 －

６　匿名組合投資利益  △17,833 △26,792 △28,055

７　貸倒引当金戻入益  － △1,377 －

８　貸倒引当金の増加額  22,805 2,350 16,589

９　賞与引当金の減少額  △1,914 △1,915 △40

10　役員賞与引当金の増加額又は減少額
（減少：△）

 － △9,500 9,500

11　受取利息及び受取配当金  △13,842 △15,657 △18,849

12　支払利息  － 127 －

13　投資有価証券売却益  － △60,258 △61,894

14  有形固定資産売却益  △64 △595 △64

15　固定資産除却損  5,726 5,144 5,726

16　事業所撤退費  4,698 16,171 4,701

17　営業補償金　  － △978 －

18　商号変更費用  － 2,224 －

19　その他営業外収益  △2,849 △1,917 △9,461

20　その他営業外費用  166 － 167

21　売上債権の減少額  85,963 85,243 125,797

22　預り保証金の増加額　  － 3,000 －

23　たな卸資産の増加額又は減少額
（増加：△）

 158 500 △67

24　その他債権の減少額  10,859 7,733 16,186

25　仕入債務の減少額  △180,398 △120,121 △29,571

26　その他債務の減少額  △4,876 △37,729 △25,261

小計  201,570 △1,264 477,925

27　利息及び配当金の受取額  13,826 16,928 18,757

28　利息の支払額  － △2,906 －

29　法人税等の還付額  34,655 － 34,655

30　法人税等の支払額  △132,449 △248,082 △132,521

営業活動によるキャッシュ・フロー  117,603 △235,325 398,816
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前第3四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　至 平成19年９月30日)

当第3四半期連結会計期間

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年９月30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  △12,457 △2,317 △14,962

２　有形固定資産の売却による収入  64 1,384 64

３　無形固定資産の取得による支出  △52,401 △13,250 △55,632

４　投資有価証券の取得による支出  △106,400 － △122,850

５　投資有価証券の売却による収入  － 136,792 66,394

６　連結子会社の追加株式取得による支
出

 △144,000 △30,300 △144,000

７　連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入

※３
　

－ 782 －

８　営業譲渡に伴う収入
※２

　
7,875 － 9,975

９　営業譲受に伴う支出  △55,125 － △55,350

10　貸付けによる支出  △10,740 △300,000 △10,740

11　貸付金の回収による収入  5,246 281,478 5,859

12　その他投資等の増加による支出  △150 △3,386 △150

13　その他投資等の減少による収入  8,389 201 8,389

投資活動によるキャッシュ・フロー  △359,697 71,385 △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  － 111,930 －

２　短期借入金の返済による支出  － △139,370 －

３　自己株式の取得による支出  － △346,253 －

４　配当金の支払額  △52,347 △52,760 △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  △52,347 △436,454 △52,443

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額又は減少
額

 △294,441 △600,394 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

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期期末（期
末）残高

※１ 3,229,326 2,956,745 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３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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　　２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

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　

（注）上記連結子会社のうち、

ＧＭＯ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。  

ＧＭＯモバイル株式会社

（注）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、当連結会計

年度より連結の範囲に含めて

おりましたが、平成20年７月

1日を合併期日としてＧＭＯサ

ンプランニング株式会社と合

併しており、上記連結子会社

の数には含まれておりません。

なお、合併までの期間の損益

及びキャッシュ・フローは連

結損益計算書及び連結キャッ

シュ・フロー計算書に含まれ

ております

ＧＭＯモバイル株式会社 

（注）上記連結子会社のうち、

ＧＭＯ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

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
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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）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

 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３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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）

５　のれん及び負のの

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。

のれん及び負ののれんの償却

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。

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

６　四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書における資金の

範囲

四半期連結キャッシュ・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 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。
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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３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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　法令第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、この変更に伴う当四半期連結

会計期間の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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表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

（四半期連結貸借対照表）

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、当四半期連結会計期

間より無形固定資産「その他」に含めて表示していた営業

権（前四半期連結会計期間6,525千円）及び「連結調整勘

定」は「のれん」として表示しております。

――――――

（四半期連結損益計算書）

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、当四半期連結会計期

間より「減価償却費」に含めて表示していた営業権償却費

（前四半期連結会計期間2,174千円）及び「連結調整勘定

償却」は「のれん償却額」に含めて表示しております。

――――――　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）　

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、当四半期連結会計期

間より「減価償却費」に含めて表示していた営業権償却費

（前四半期連結会計期間2,174千円）及び「連結調整勘定

償却」は「のれん償却額」として表示しております。　

――――――　　

(5)注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年９月30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
50,682千円

※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３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

※１　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

※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

車両運搬具  595千円

　合計  595千円

土地  64千円

　合計  64千円

※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

※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3四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年9月30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３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間減少株式（株） 

当第３四半期連結会計

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 1,745 1,745

   合計 1,745 1,745 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）

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 52,680 600 平成18年12月31日 平成19年３月22日

　当第3四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年9月30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３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計期

間減少株式（株） 

 当第３四半期連結会計

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）

１株当たり配
当額（円）

基準日 基準日

平成20年３月19日

定時株主総会
普通株式 52,680 600 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）

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 52,680 600 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３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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３四半期末残

　　　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３四半期末残

 　　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 1,229,326千円

関係会社預け金 2,000,000千円

現金及び現金同等物 3,229,326千円

現金及び預金勘定 1,456,745千円

関係会社預け金 1,500,000千円

現金及び現金同等物 2,956,745千円

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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前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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）

  　４ 　　　　　　　─────   　４　合併により引き継いだ資産及び負債

　　　　の主な内訳

　　　 　　当連結会計年度に合併した株式

　　　　会社ベンチャーキャリアより引き継

　　　　いだ資産及び負債の主な内訳は次の

　　　　とおりであります。また、合併によ

　　　　り増加した資本金及び資本準備金は

　　　　ありません。

 流動資産 41,596千円 

 固定資産 3,029千円 

 　資産合計 44,626千円 

 流動負債 56,422千円 

　 負債合計 56,422千円 

  　 ４　 　　　　　　─────
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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３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30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３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30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３四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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３四半期
会計期間末

(平成19年９月30日)

当第３四半期
会計期間末

(平成20年９月30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  627,934  970,420  342,486  2,552,658  

２　売掛金 ※２ 464,365  514,196  49,831  531,163  

３　たな卸資産  355  21  △334  574  

４　繰延税金資産  12,098  27,278  15,180  26,381  

５　短期貸付金  －  332,480  332,480  401,037  

６　未収法人税等  －  10,185  10,185  －  

７　関係会社預け金  2,000,000  1,500,000  △500,000  －  

８　その他  359,776  25,604  △334,172  39,781  

貸倒引当金  △18,643  △51,620  △32,976  △47,960  

流動資産合計  3,445,885 80.9 3,328,566 81.6 △117,318 △3.4 3,503,635 81.0

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※１         

(1）建物  17,726  15,887  △1,839  17,094  

(2）工具器具及び備
品

 10,613  7,068  △3,545  9,415  

有形固定資産合計  28,340 0.7 22,956 0.6 △5,384 △19.0 26,510 0.6

２　無形固定資産          

(1）のれん  3,625  725  △2,900  2,900  

(2）ソフトウェア  58,066  42,055  △16,010  55,644  

(3）その他  361  361  0  361  

無形固定資産合計  62,052 1.5 43,141 1.0 △18,910 △30.5 58,905 1.4

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券  420,400  392,866  △27,534  436,850  

(2）繰延税金資産  611  696  84  611  

(3）その他  301,044  293,898  △7,145  300,819  

投資その他の資産
合計

 722,055 16.9 687,460 16.8 △34,594 △4.8 738,280 17.0

固定資産合計  812,448 19.1 753,558 18.4 △58,890 △7.2 823,696 19.0

資産合計  4,258,334 100.0 4,082,081 100.0 △176,208 △4.1 4,327,331 100.0
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科目

前第３四半期
会計期間末

(平成19年９月30日)

当第３四半期
会計期間末

(平成20年９月30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 ※２ 244,959  332,594  87,634  290,864  

２　未払金  51,379  42,361  △9,017  30,682  

３　未払法人税等  38,480  5,583  △32,896  62,735  

４　賞与引当金  1,473  1,517  44  400  

５　その他 ※３ 13,801  25,866  12,064  21,657  

流動負債合計  350,094 8.2 407,924 10.0 57,830 16.5 406,340 9.4

Ⅱ　固定負債          

１　預り敷金 ※２ 49,967  49,967  0  49,967  

２　その他　  －  3,000  3,000  －  

固定負債合計  49,967 1.2 52,967 1.3 3,000 6.0 49,967 1.1

負債合計  400,061 9.4 460,847 11.3 60,830 15.2 456,308 10.5

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金  1,301,568 30.6 1,301,568 31.9 － － 1,301,568 30.1

２　資本剰余金          

(1）資本準備金  1,914,547  1,914,547  －  1,914,547  

(2）その他資本剰余
金

 438,855  438,855  －  438,855  

資本剰余金合計  2,353,402 55.2 2,353,402 57.7 － － 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  454,067  561,026  106,958  466,818  

利益剰余金合計  454,067 10.7 561,026 13.7 106,958 23.6 466,818 10.8

４　自己株式  △250,766 △5.9 △594,764
△

14.6
△343,998 137.2 △250,766 △5.8

株主資本合計  3,858,272 90.6 3,621,233 88.7 △237,039 △6.1 3,871,023 89.5

純資産合計  3,858,272 90.6 3,621,233 88.7 △237,039 △6.1 3,871,023 89.5

負債純資産合計  4,258,334 100.0 4,082,125 100.0 △176,208 △4.1 4,327,331 100.0
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(2）四半期損益計算書

科目

  前第３四半期会計期間

 (自 平成19年１月１日

　至 平成19年９月30日) 

  当第３四半期会計期間

 (自 平成20年１月１日

 至 平成20年９月30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  2,605,786 100.0 3,037,680 100.0 431,894 16.6 3,526,482 100.0

Ⅱ　売上原価  2,076,228 79.7 2,567,575 84.5 491,347 23.7 2,814,461 79.8

売上総利益  529,557 20.3 470,105 15.5 △59,452 △11.2 712,021 20.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 459,348 17.6 444,130 14.6 △15,217 △3.3 633,612 18.0

１　役員報酬  31,819  32,059  240  42,709  

２　給与手当  202,894  207,043  4,149  271,829  

３　貸倒引当金繰入額  17,505  3,792  △13,713  46,779  

４　賞与引当金繰入額  1,473  1,517  44  400  

５　減価償却費  23,311  15,818  △7,492  29,342  

６　のれん償却額  3,014  2,174  △840  3,740  

７　その他  179,329  181,722  2,393  238,811  

営業利益  70,209 2.7 25,974 0.9 △44,235 △63.0 78,407 2.2

Ⅳ　営業外収益  30,148 1.1 124,515 4.1 94,367 313.0 42,220 1.2

１　受取利息・配当金 ※１ 15,464  107,937  92,473  22,131  

２　受取手数料 ※１ －  15,300  15,300  17,400  

３　その他  14,683  1,278  △13,405  2,689  

Ⅴ　営業外費用  166 － 2,255 0.1 2,089 － 166 0.0

１　自己株式取得手数
料

 －  2,255  2,255  －  

２　その他  166  －  △166  166  

経常利益  100,191 3.8 148,234 4.9 48,043 48.0 120,462 3.4

Ⅵ　特別利益  － － 45,716 1.5 45,716 － － －

１　投資有価証券売却
益

 －  45,716  45,716  －  

Ⅶ　特別損失  5,726 0.2 7,368 0.2 1,642 28.7 5,726 0.1

１　固定資産除却損 ※２ 5,726  5,144  △582  5,726  

２　商号変更費用  －  2,224  2,224  －  

税引前四半期（当
期）利益

 94,464 3.6 186,582 6.1 92,116 97.5 114,735 3.3

法人税、住民税及
び事業税

 35,184 1.4 40,676 1.3 5,491 15.6 56,987 1.6

法人税等調整額  7,724 0.3 △982 △0.0 △8,707 △112.7 △6,558 △0.1

四半期（当期）純
利益

 51,555 2.0 146,887 4.8 95,332 184.9 64,306 1.8
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四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９月30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 － － － － 51,555 51,555 － 51,555

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四半期中の
変動額（純額）

－ － － － － － － －

四半期中の変動額合計（千円） － △300,000 300,000 － △1,124 △1,124 － △1,124

平成19年９月30日　残高（千円） 1,301,568 1,914,547 433,855 2,353,402 454,067 454,067 △250,766 3,858,272

 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 51,555

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四半期中の
変動額（純額）

－

四半期中の変動額合計（千円） △1,124

平成19年９月30日　残高（千円） 3,858,272
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当第３四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９月30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 － － － － 146,887 146,887 － 146,887

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） － － － － 94,207 94,207 △343,998 △249,790

平成20年９月30日　残高（千円） 1,301,568 1,914,547 438,855 2,353,402 561,026 561,026 △594,764 3,621,233

 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 146,887

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） △249,790

平成20年９月30日　残高（千円） 3,621,233
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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３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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 ②その他有価証券 ②　その他有価証券

 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

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３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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　法令第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、この変更に伴う当四半期の損

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。 

表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

（四半期貸借対照表）

　当四半期より、法人税法の改正中間財務諸表等規則の改

正に伴い、当四半期会計期間より無形固定資産に区分掲記

されていた「営業権」は、「のれん」と表示しております。

（四半期貸借対照表）

「短期貸付金」は、前四半期会計期間まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当四半期会計期間末

において総資産の100分の５を越えたため区分掲記いたしま

した。

　なお、前四半期会計期間末の「短期貸付金」の金額は

301,424千円であります。

（四半期損益計算書）　

中間財務諸表等規則の改正に伴い、当四半期会計期間より

「減価償却費」に含めて表示していた営業権償却費（前四

半期会計期間2,174千円）は、「のれん償却額」に含めて

表示しております。

――――――　
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(4)注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30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

  20,604千円

※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
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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 10,552千円

 受取手数料　

 受取配当金　

14,400千円

　　 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 5,726千円

 　合計 5,726千円

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

（四半期株主資本等変動計算書関係）

　前第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
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３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30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３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
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３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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

ＧＭＯアドパートナーズ(株)（4784）平成 20 年 12 月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 35 －


