
平成 18 年 7月 24 日 

 

各    位 

会  社  名 株式会社まぐクリック 
代  表  者 代表取締役社長 高橋 信太郎 

(コード 4784  大証ヘラクレス市場) 

問 合 せ 先 常務取締役 薛 仁興 

（TEL：03-5457-0909） 

 

平成平成平成平成 18181818年年年年 12121212月中間期業績見通月中間期業績見通月中間期業績見通月中間期業績見通しししし及及及及びびびび通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想のののの修正修正修正修正にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 最近の業績の動向等を踏まえ、平成 18 年 12 月中間期の売上高、経常利益及び中間純利益の見込みが前中間期の実績値

と比較して、差異が生じる見込みとなり、あわせて当社が平成 18 年 2月 14 日に公表した平成 18 年 12 月期（平成 18 年

１月１日～平成 18 年 12 月 31 日）の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社

は当中間期に対する業績予想は公表しておりません。 

 

記 

１．中間期の業績見通し 

(1) 平成 18 年 12 月中間期の連結業績の見通し（平成 18 年１月１日～平成 18 年 6月 30 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

前中間期決算実績値（A） 3,731 241 122 

当中間期見通し（未監査）（B） 3,486 117 △23 

増減額（B－A） △245 △124 △146 

増減率（%） △6.6 △51.5 － 

 

(2) 平成 18 年 12 月中間期の単体業績の見通し（平成 18 年１月１日～平成 18 年 6月 30 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

前中間期決算実績値（A） 1,563 68 62 

当中間期見通し（未監査）（B） 1,683 27 △48 

増減額（B－A） 119 △40 △110 

増減率（%） 7.6 △60.1 － 

 

２．通期業績予想の修正 

(1)平成 18 年 12 月期通期の連結業績予想数値の修正（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 8,000 500 250 

今回修正予想（B） 7,500 400 130 

増減額（B－A） △500 △100 △120 

増減率（%） △6.3 △20.0 △48.0 

（ご参考） 

前期実績（平成 17 年 12 月期） 
7,441 400 151 

 



(2)平成 18年 12月期通期の単体業績予想数値の修正（平成 18年１月１日～平成 18年 12月 31日） 

（単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 4,000 250 150 

今回修正予想（B） 3,500 150 30 

増減額（B－A） △500 △100 △120 

増減率（%） △12.5 △40.0 △80.0 

（ご参考） 

前期実績（平成 17 年 12 月期） 
3,187 123 47 

 

３．平成 18 年 12 月中間期の概況 

 当中間会計期間における当社単体業績につきましては、売上高は、従来のインターネットメール広告ほか検索系広告

（JWord）及びWEB系広告の取扱い拡充に注力し、収益基盤である商品構成が分散化され1,683百万円（対前年同期比7.6％

増）となる見込みであります。経常利益は、高い利益率の確保が可能な専売媒体であるインターネットメール広告売上高

の減少及び比較的利益率の低い併売媒体である WEB 系広告の売上高増加に伴い全体の売上高総利益率が対前年に比べ

3.5％（25.4％→21.9％）低下し 27 百万円（対前年同期比 60.1％減）となる見込みであります。中間純利益は、特別利

益（投資有価証券売却益）419 百万円及び特別損失（投資有価証券評価損）513 百万円の計上により△48 百万円（前年同

期は、62 百万円）となる見込みであります。 

 当中間連結会計期間における当社連結業績につきましては、売上高は、単体業績の影響及び平成 17 年 4 月より子会社

であるＧＭＯサンプランニング株式会社の傘下の大手代理店が外れた影響等で 3,486 百万円（対前年同期比 6.6％減）、

経常利益は 117 百万円（対前年同期比 51.5％減）、中間純利益△23 百万円（前年同期は、122 百万円）となる見込みであ

ります。 

 

４．平成 18 年 12 月期通期業績予想の修正の理由 

 当社単体の通期の予想につきましては、取扱い媒体の多様化に対応する営業体制の構築が遅れたため、売上高は 500

百万円減少し 3,500 百万円、経常利益は 100 百万円減少し 150 百万円となる見込みであります。また、当期純利益は、特

別利益（投資有価証券売却益）419 百万円及び特別損失（投資有価証券評価損）513 百万円の計上により 30 百万円となる

見込みであります。 

 当社連結の通期の予想につきましても上記修正の影響により売上高 7,500 百万円、経常利益 400 百万円、当期純利益

130 百万円となる見込みであります。 

 

５．平成 18 年 12 月中間期の有価証券売却益の総額 

（Ａ）平成 18 年 12 月中間期における有価証券売却益の総額 419 百万円 

（Ｂ）平成 17 年 12 月期の純資産の額   （Ａ／Ｂ×１００） 
3,859 百万円 

（10.9％） 

（Ｃ）最近５事業年度の経常利益の平均額 （Ａ／Ｃ×１００） 
198 百万円 

（210.9％） 

（Ｄ）最近５事業年度の当期純利益の平均額（Ａ／Ｄ×１００） 
133 百万円 

（315.0％） 

 

６．平成 18 年 12 月中間期の有価証券評価損の総額 

（Ａ）平成 18 年 12 月中間期における有価証券評価損の総額 513 百万円 

（Ｂ）平成 17 年 12 月期の純資産の額   （Ａ／Ｂ×１００） 
3,859 百万円 

（13.3％） 

（Ｃ）最近５事業年度の経常利益の平均額 （Ａ／Ｃ×１００） 
198 百万円 

（258.2％） 

（Ｄ）最近５事業年度の当期純利益の平均額（Ａ／Ｄ×１００） 
133 百万円 

（385.7％） 

（ご参考）１．当社の決算期末は 12 月 31 日です。 

２．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 



 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な

不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に

依存して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 

 

 

以上 


