
 

 

平成 19 年 ３ 月期   個別中間財務諸表の概要      平成18年10月13日 

会 社 名 ゲンダイエージェンシー株式会社      上場取引所 JASDAQ 
コ ー ド 番 号 ２４１１                 本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.gendai-a.co.jp/） 
代  表  者   役  職  名 代表取締役社長ＣＥＯ   氏 名 山本 正卓 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役ＣＦＯ兼ＣＣＯ   氏 名 高 秀一  ＴＥＬ（03）5308－9888 
決算取締役会開催日  平成18年10月13日          配当支払開始日    平成18年12月７日 
単元株制度採用の有無  無           
  
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）   
(1) 経営成績                                   （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
8,766（28.7）
6,811（41.9）

百万円   ％
1,120（32.4）
846（51.6）

百万円   ％
1,121（32.3）
847（63.3）

18年３月期 14,801     1,893     1,897     
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
654（33.2）
491（62.5）

円   銭
5,906    59 
4,442    36 

18年３月期 1,108     10,011    48 

(注)①期中平均株式数  18年９月中間期 110,730株  17年９月中間期 110,730株  18年３月期 110,730株 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

  
(2) 財政状態                                   （百万円未満切捨て） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
6,265    
5,008    

百万円
3,928   
3,169   

％ 
62.7  

 63.3  

円   銭
35,477      65 
28,626     04 

18年３月期 5,767    3,495   60.6  31,571      06 

(注)①期末発行済株式数  18年９月中間期 110,730株  17年９月中間期 110,730株  18年３月期 110,730株 
②期末自己株式数   18年９月中間期    －株  17年９月中間期     －株   18年３月期    －株 

 
２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
18,500    

百万円
2,385   

百万円 
1,383    

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)    12,489円84銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 2,000 2,000 － 

19年３月期（実績） 3,000 － 

19年３月期（予想） － 3,000 
6,000 

  

 

※上記の予想は本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さ

まざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、中間決

算短信（連結）添付資料７頁「通期の見通し」をご参照ください。 

http://www.gendai-a.co.jp/


【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間 
期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※２ 1,604 1,359  1,772 

２．受取手形 ※３ 197 380  293 

３．売掛金  1,512 2,042  1,703 

４．たな卸資産  14 8  10 

５．その他  81 81  83 

貸倒引当金  △10 △22  △21 

流動資産合計   3,399 67.9 3,850 61.5 451  3,840 66.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物  30 38  38 

(2)機械及び装置  5 2  3 

(3)車両  65 64  58 

(4)器具及び備品  188 141  162 

有形固定資産合計  290 247 △43 261 

２．無形固定資産     

ソフトウェア  58 63  63 

無形固定資産合計  58 63 5 63 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  105 127  109 

  (2)関係会社株式  460 1,299  810 

  (3)関係会社長期貸付金  50 －  － 

  (4)長期性預金  500 500  500 

(5)差入敷金・保証金  122 155  152 

(6)その他  53 27  35 

貸     貸倒引当金  △32 △5  △7 

投資その他の資産合計  1,259 2,104 845 1,601 

固定資産合計   1,608 32.1 2,414 38.5 806  1,926 33.4

資産合計   5,008 100.0 6,265 100.0 1,257  5,767 100.0

     

 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間 
期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金 ※２ 1,303 1,217  1,466 

２．短期借入金  － 360  － 

３．未払金  74 62  124 

４．未払法人税等  365 474  543 

５．その他 ※４ 94 222  138 

流動負債合計   1,838 36.7 2,336 37.3 498  2,271 39.4

負債合計   1,838 36.7 2,336 37.3 498  2,271 39.4

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   751 15.0 － － △751  751 13.0

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  1,063 －  1,063 

資本剰余金合計   1,063 21.2 － － △1,063  1,063 18.4

Ⅲ 利益剰余金     

中間（当期）未処
分利益 

 1,355 －  1,681 

利益剰余金合計   1,355 27.1 － － △1,355  1,681 29.2

資本合計   3,169 63.3 － － △3,169  3,495 60.6

負債資本合計   5,008 100.0 － － △5,008  5,767 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 751 12.0 751  － －

２．資本剰余金     

資本準備金  － 1,063  － 

資本剰余金合計   － － 1,063 17.0 1,063  － －

３．利益剰余金     

繰越利益剰余金  － 2,113  － 

利益剰余金合計   － － 2,113 33.7 2,113  － －

純資産合計   － － 3,928 62.7 3,928  － －

負債純資産合計   － － 6,265 100.0 6,265  － －

     

－  － 
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②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

対前中間 

期比 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円）
百分比

（％）

Ⅰ 売上高   6,811 100.0 8,766 100.0 1,955  14,801 100.0

Ⅱ 売上原価   4,971 73.0 6,450 73.6 1,479  10,846 73.3

売上総利益   1,839 27.0 2,316 26.4 477  3,954 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   992 14.6 1,195 13.6 203  2,061 13.9

営業利益   846 12.4 1,120 12.8 274  1,893 12.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  4 0.1 3 0.0 △1  7 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  3 0.1 2 0.0 △1  3 0.0

経常利益   847 12.4 1,121 12.8 274  1,897 12.8

Ⅵ 特別利益   － － 2 0.0 2  － －

Ⅶ 特別損失 ※３  5 0.1 1 0.0 △4  37 0.2

税引前中間（当期）純利益   842 12.4 1,122 12.8 280  1,859 12.6

法人税、住民税及び事業税  348 455  774 

法人税等調整額  1 350 5.1 12 468 5.3 118 △23 751 5.1

中間（当期）純利益   491 7.2 654 7.5 163  1,108 7.5

前期繰越利益   863 －   863

中間配当額   － －   221

抱合株式消却損   － －   69

中間（当期）未処分利益   1,355 －   1,681

     

－  － 
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③【中間株主資本等変動計算書】 

     当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）          （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 繰越利益剰余金

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 751 1,063 1,063 1,681 1,681 3,495 3,495

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △221 △221 △221 △221

 中間純利益  654 654 654 654

中間会計期間中の変動額合計  432 432 432 432

平成18年９月30日 残高 751 1,063 1,063 2,113 2,113 3,928 3,928

 

－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

 …移動平均法による原価法 

(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 

(1)子会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

(1)子会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

  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 

(1)仕掛品 

…個別法による原価法 

(2)材 料 

…最終仕入原価法 

(1)仕掛品 

同左 

(2)材 料 

同左 

(1)仕掛品 

同左 

(2)材 料 

同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

 …定率法 

  耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  車 両      ２～６年

器具及び備品   ４～20年

同左 

 

同左 

 

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

３．固定資産の減価償却の方

法 

 …自社利用ソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

同左 同左 

４．引当金の計上基準 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、また貸倒懸念債権

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号平成15年10月31日）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。 

＿＿＿＿＿＿＿ （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号平成15年10月31日）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。 

＿＿＿＿＿＿＿ （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当中間会計期間より、｢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

第５号 平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）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、

3,928百万円であります。 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

－  － 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

222百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

292百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

262百万円

※２ 担保提供資産及び担保付債務 

  主として放送広告代理店契約の取引保証

として次の資産を担保に供しております。 

   現金及び預金（定期預金）  3百万円 

担保付債務は、次のとおりであります。 

  買掛金            3百万円 

※２ 担保提供資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

    現金及び預金（定期預金） 7百万円

担保付債務 

買掛金            3百万円

※２ 担保提供資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

    現金及び預金（定期預金） 6百万円

担保付債務 

  買掛金           1百万円

＿＿＿＿＿＿＿ ※３ 中間期末日満期手形 

  中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当中間期末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。 

    受取手形         88百万円

＿＿＿＿＿＿＿ 

※４ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 

          同 左 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息        2百万円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息         2百万円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息        5百万円

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息         0百万円

＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＿＿＿＿＿＿＿ ※３ 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損  30百万円

４ 減価償却実施額 

有形固定資産     52百万円 

無形固定資産     11百万円 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産     45百万円

無形固定資産      13百万円

４ 減価償却実施額 

有形固定資産     109百万円

無形固定資産      22百万円

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前事業年度末株式数 当中間会計期間増加 
株式数 

当中間会計期間減少 
株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式 (株) 110,730 － － 110,730

合計 110,730 － － 110,730

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいてもリース取引関係の該当事項はありま

せん。 

－  － 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 28,626.04円 

１株当たり中間純利益金額 4,442.36円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利
益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 35,477.65円

１株当たり中間純利益金額 5,906.59円

同左 

 

１株当たり純資産額 31,571.06円

１株当たり当期純利益金額 10,011.48円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日

  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日

  至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額 

中間（当期）純利益（百万円） 491 654 1,108 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － - 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 491 654 1,108 

期中平均株式数（株） 110,730 110,730 110,730 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ （株式会社バリュー・クエストの子会社化）

平成18年６月８日開催の当社取締役会にお

いて、同社の事業がグループの事業領域拡大

によるクライアント向けトータルサービスの

実現に向けて大きく貢献するものと判断し、

同社株式の追加取得を決定し、実行いたしま

した。 

１．株式を取得する会社の名称 

㈱バリュー・クエスト 

２．事業内容 

インターネットを利用したパチンコ機、

パチスロ機、遊技場設備機器の情報提供及

び売買仲介業務並びにそれに付随する業務

３．資本金  203百万円 

４．売上高 1,203百万円（平成18年３月期）

５．株式取得の時期 平成18年６月15日 

６．取得する株式の数 815株 

７．取得価額 489百万円 

８．取得後の持分比率 60.0％ 

 

－  － 
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