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１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

（注）当社は、平成19年12月期第３四半期より連結財務諸表を作成しておりますが、平成19年12月期第３四半期におい

ては、平成19年９月30日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借対照表のみ連結しております。

(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 ％

19年12月期第３四半期 6,432 － 330 － 314 － 142 －

18年12月期第３四半期 － － － － － － － －

18年12月期 － － － － － － － －

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

19年12月期第３四半期 904 73 886 71

18年12月期第３四半期 － － － －

18年12月期 － － － －

(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

19年12月期第３四半期 5,436 1,994 36.7 12,291 64

18年12月期第３四半期 － － － － －

18年12月期 － － － － －

(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

19年12月期第３四半期 273 △475 386 1,300

18年12月期第３四半期 － － － －

18年12月期 － － － －

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00

19年12月期 0 00 0 00 0 00 － －

19年12月期（予想） － － － － － － 0 00 0 00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日　～　平成19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

通期 9,700 － 420 － 400 － 240 － 1,478 93
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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）　：　有

新規 １社 （社名　㈱エイコー）    

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(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　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、11ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。

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

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年１月１日　～　平成19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 ％

19年12月期第３四半期 6,457 12.2 333 － 335 － 162 －

18年12月期第３四半期 5,755 － △68 － △63 － △129 －

18年12月期 8,034 － 27 － 33 － △19 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年12月期第３四半期 1,030 53

18年12月期第３四半期 △832 43

18年12月期 △127 40

（注）１．平成18年12月期第３四半期は、平成17年12月期が決算期の変更に伴い６ヶ月決算となりましたので、対前期比

較は行っておりません。

(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

19年12月期第３四半期 5,291 2,014 38.1 12,413 82

18年12月期第３四半期 3,341 1,617 48.4 10,346 04

18年12月期 3,419 1,730 50.6 11,060 88

６．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日　～　平成19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 9,000 12.0 420 － 420 － 200 － 1,232 43

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１株当たり当期純利益は、平成19年９月30日現在の発行済株式数をベースに計算しております。

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グループで判断したものであり、リスクや不確定

な要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の見通しとは異なる可能性がございます。
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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（平成19年１月１日から平成19年９月30日）におけるわが国経済は、堅調な民間設備投資と個人消費に

支えられ緩やかな拡大基調で推移いたしました。しかしながら、サブプライム問題に端を発した米国金融市場の混乱や

原油価格の高騰等により、景気先行きの不透明感は否めません。

　日本のゴルフ業界は、ここ数年で大きく変化しています。ゴルフ場のクラブハウスやサービス内容の充実、さまざま

なプレースタイルの登場、ゴルフウェアやゴルフクラブ、アクセサリといったゴルフ用品の多様化が進み、昨今のゴル

フはよりカジュアルに誰もが楽しめるスポーツへと変化しています。一方で、団塊世代の定年や女性ゴルファーの拡大、

また、東アジア地域におけるゴルフブーム等を受け、ゴルフ場利用者数は増加の傾向にあります。こうした動きを商機

として、ゴルフ用品やゴルフ場のプレー料金の平均単価は低下し、異業種からの参入、ゴルフ関連企業のサービスの多

角化等ゴルフ業界内の企業間競争は激しくなりつつあります。

　一方、インターネット環境は、ブロードバンドの利用者数の拡大と共に、携帯電話・ＰＨＳ等のモバイル利用者数が

増加しており、生活の一部となってきております。リアルの分野において、百貨店やスーパー等の店頭消費が伸び悩む

一方で、一般消費者向けＥコマース分野では、2006年度の市場規模が４兆3,900億円（経済産業省調べ）となり、昨年に

比べ21.7％増と力強い成長を見せています。特にモバイル経由の商取引が顕著に伸びており、当分野での成長を牽引し

ております。また、電子予約取引においては、旅行分野が成長を牽引し2006年度の取扱高は1兆3,000億円を突破、昨年

度比18.4％増となっております。インターネット広告分野では、雑誌広告に迫る勢いで成長しているものの、その内訳

を見ると検索連動型広告及びモバイル広告に成長要因が集中しつつあります。

　このような環境の中、当社グループにおきましては、当期を事業モデルの完成度を高めるフェーズと位置付け、事業

の「選択」と「集中」を推し進めております。その一環として、既存の一部のサービスを閉鎖して、より利益貢献度の

高いサービスへ経営資源を集中投下する等、収益性の向上を図ってまいりました。特に『ゴルフ用品Ｅコマース事業』

において比較的利益率が高い中古ゴルフ用品買取サービスを自前化しました。中古ゴルフビジネスは、リサイクル事業

としても注目されており、今後、市場の成長が見込まれる分野であります。査定力のアップを課題とする当社が、買取

力を強化したい株式会社エイコー（現：株式会社ゴルフパラダイス）を連結子会社化することにより、ＧＤＯサイトで

中古用品の買取を促進し、子会社の実店舗で販売する等「クリックアンドモルタル」を実現していきます。また、新た

な広告ビジネスモデルの構築やゴルフ市場の活性化を目的として、株式会社テレビ東京と共同で出資し、「テレビ東京

ゴルフダイジェスト・オンラインＬＬＣ合同会社」を設立しております。

　このような環境の下、当社グループの収益先行指標の一つであるＧＤＯクラブ会員数は、引き続き順調に増加し、９

月末時点で114万人を記録いたしました。また、当社サイトへの訪問者数を示す月間ページビュー数（以下、ＰＶ）は、

７月に過去最高となる１億２千８百万ＰＶを記録いたしました。あわせて、ユニークビジター数も高水準で推移し、平

成19年５月より月間280万人を超えております。

　また、こうした非財務指標の成長が当社グループの収益に大きく寄与し、当第３四半期の売上高は6,432百万円、売上

総利益は2,518百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、引き続き経費の抑制と見直しを進め、ポイ

ント発行費用の低減、リスティング広告の効率化等、マーケティング費用の効率化をしました。更に編集制作費の社内

内製化、システム保守費用の抑制に取り組んでおります。これらの結果、営業利益330百万円、経常利益314百万円、第

３四半期純利益142百万円となりました。

　なお、当第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。

　主要事業部門別の主な要因は、以下のとおりであります。

『ゴルフ用品Ｅコマース事業』

　当第３四半期における当部門は、従来の売上重視から、当社の強みである事業モデルを意識した利益率重視へと切り

替えております。「ＧＤＯＳＨＯＰ.com」のページリニューアルによる賑わい感の創出やメールマガジンのコンテンツ

見直しにより需要を喚起するとともに、在庫水準を見極めながらウェアやアクセサリ等の商材を充実させたことにより、

これらのカテゴリの販売が順調に進みました。中古買取サービスにおいては、従来の提携企業から株式会社エイコーへ

移行するために同サービスを一時中断したものの、売上高は4,642百万円を計上いたしました。また、ポイント還元率の

見直しを進め、適正価格による利益の確保を図ったことにより、部門別営業利益は291百万円となりました。
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『ゴルフ場向けサービス事業』

　当第３四半期における当部門は、ゴルフ場との良好な関係を背景に当社グループの営業力を活かして予約枠拡大を図

りました。特にゴルフ場にとってのオフシーズンの間、既存提携コースに対して、インターネットを活用した集客の提

案を積極的に推し進め、大量のスタート時間枠やＧＤＯ限定優待枠等の獲得が進みました。一方、ＳＥＯ対策等のマー

ケティング施策効果により、ＧＳＴＡＲＴへの訪問者数が増加し、更に特集やコンテンツを強化することで前年よりも

高い成約率を達成する事ができました。これらの結果、売上高は1,380百万円と大きく成長し、部門別営業利益も716百

万円を計上いたしました。

『メディア事業』

　当第３四半期における当部門は、検索エンジン広告を除きインターネット広告市況の回復が遅れている中で、ゴルフ

メーカーやゴルフ関連企業に対するタイアップ型広告の受注に注力し、広告収入の増加を図ってまいりました。その結

果、当初の見込みに比べて、タイアップ型広告へシフトしたことで原価が膨らむ結果となっております。しかし、モバ

イルサービスにおいては、ツアー速報の充実や電子書籍配信サービスやゴルフ占いといった新しいコンテンツサービス

の開始等により、有料会員数が堅調に伸び、ユーザー数、アクセス数ともにゴルフカテゴリーにおいて国内第１位のサ

イトに成長しております。これらの結果、当事業部門は、売上高408百万円となりましたが、原価の増大等も影響して部

門別営業損失51百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況について）

　当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前第３四半期純利益が307百万円

となり、棚卸資産の増加、新規連結子会社（株式会社エイコー（現：株式会社ゴルフパラダイス））取得による支出、

借入金の増加・減少等により、1,300百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

　営業活動における資金の増加は273百万円となりました。これは主に税金等調整前第３四半期純利益が307百万円となっ

たこと、棚卸資産の増加146百万円、賞与引当金の増加50百万円、未払費用の減少80百万円、法人税等の還付50百万円等

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」

　投資活動における資金の減少は475百万円となりました。新規連結子会社取得による支出400百万円、持分法適用関連

会社（テレビ東京ゴルフダイジェスト・オンラインＬＬＣ合同会社）取得による支出37百万円等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」

　財務活動による資金の増加は386百万円となりました。これは主に新規連結子会社取得のため長期借入金の増加800百

万円、子会社の借入金等返済のための短期借入金1,746百万円が減少、第三者割当増資により160百万円増加いたしまし

た。

 

　なお、当第３四半期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較を行っておりませ

ん。 
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３．業績予想に関する定性的情報

　平成19年12月期（通期）の連結業績予想につきまして、中古ゴルフビジネスの自前化を目指し、平成19年８月２日に

株式会社ゴルフパラダイス（旧商号：株式会社エイコー）を子会社化いたしました。これにより、当第３四半期におい

ては、同子会社の貸借対照表のみを連結対象といたしております。通期予想におきましては、株式会社ゴルフパラダイ

スの損益計算書を連結し、連結売上高9,700百万円、営業利益420百万円、経常利益400百万円、当期純利益240百万円と

予想いたします。

　ご参考までに、株式会社ゴルフパラダイスの決算予想は、売上高700百万円、経常利益は35百万円を見込んでおります。

なお、連結子会社の買収に伴うのれんは468百万円です。これを５年で均等償却し、その年間償却額は93百万円を予定し

ております。

　個別業績予想につきましては、期初より当社の事業モデルの完成度を高めるべく、事業の「集中」と「選択」をテー

マに掲げ、収益力の向上と経費効率の改善を進めて参りました。昨今のゴルフ市場の活況を受けて、ゴルフ場予約サー

ビスが好調に推移すると共に、ゴルフ用品Ｅコマース事業における粗利益率の改善が奏功し、中間決算発表時より更に

利益状況が改善される見込みとなりました。この結果、平成19年８月９日に発表しました売上高に変更はありませんが、

営業利益を260百万円から420百万円へ、経常利益を250百万円から420百万円へ、当期利益を120百万円から200百万円へ

それぞれ変更いたします。

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）

　株式会社エイコーは、全株式の取得により当第３四半期連結期間より連結子会社となりました。

　なお、同社は平成19年11月１日より、株式会社ゴルフパラダイスへ商号変更を行っております。
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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

  
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   1,300,960  

２．売掛金   758,718  

３．たな卸資産   1,131,766  

４．繰延税金資産   141,169  

５．その他   107,144  

貸倒引当金   △706  

流動資産合計   3,439,053 63.2

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物  507,714   

(2）その他  61,093 568,807 10.5

２．無形固定資産     

(1）のれん  468,452   

(2）その他  265,370 733,823 13.5

３．投資その他の資産 ※２    

(1）その他  697,211   

貸倒引当金  △2,029 695,182 12.8

固定資産合計   1,997,812 36.8

資産合計   5,436,865 100.0
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当第３四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   694,213  

２．未払金   168,150  

３．短期借入金   1,200,000  

４．１年以内返済予定長期借入金 ※２  159,996  

５．未払法人税等   199,364  

６．賞与引当金   52,450  

７．ポイント引当金   208,704  

８．その他   116,347  

流動負債合計   2,799,226 51.5

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※２  613,338  

２．その他   29,614  

固定負債合計   642,952 11.8

負債合計   3,442,178 63.3

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   802,916 14.7

２．資本剰余金   780,865 14.4

３．利益剰余金   407,972 7.5

株主資本合計   1,991,754 36.6

Ⅱ　評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金   2,933 0.1

評価・換算差額等合計   2,933 0.1

純資産合計   1,994,687 36.7

負債純資産合計   5,436,865 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,432,655 100.0

Ⅱ　売上原価   3,913,891 60.8

売上総利益   2,518,763 39.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,188,728 34.0

営業利益   330,034 5.1

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  9,166   

２．その他  2,152 11,318 0.2

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  8,931   

２．持分法による投資損失  17,084   

３．その他  723 26,739 0.4

経常利益   314,614 4.9

Ⅵ　特別損失     

１．固定資産除却損  35   

２．事業資産整理損  7,030 7,065 0.1

税金等調整前四半期純利益   307,548 4.8

法人税、住民税及び事業税  191,480   

法人税等調整額  △26,526 164,954 2.6

第３四半期純利益   142,594 2.2
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年12月31日　残高（千円） 722,866 700,815 265,378 1,689,059

第３四半期連結会計期間中の
変動額（千円）

新株の発行 80,050 80,050 － 160,100

剰余金の配当 － － － －

利益処分による役員賞与 － － － －

四半期純利益 － － 142,594 142,594

自己株式の処分 － － － －

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

80,050 80,050 142,594 302,694

平成19年９月30日　残高（千円） 802,916 780,865 407,972 1,991,754

評価・換算差額等

新株予約権 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） 41,415 41,415 － － 1,730,475

第３四半期連結会計期間中の
変動額(千円）

新株の発行 － － － － 160,100

剰余金の配当 － － － － －

利益処分による役員賞与 － － － － －

四半期純利益 － － － － 142,594

自己株式の処分 － － － － －

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

△38,481 △38,481 － － △38,481

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

△38,481 △38,481 － － 264,212

平成19年９月30日　残高（千円） 2,933 2,933 － － 1,994,687
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  307,548

減価償却費  47,734

長期前払費用償却  450

ポイント引当金の増加額  33,433

貸倒引当金の増加額  3,815

賞与引当金の増加額  50,000

受取利息  △9,166

支払利息  8,931

株式交付費  16

有形固定資産除却損  35

持分法による投資損失  17,084

売上債権の増加額  △31,590

たな卸資産の増加額  △146,217

未収入金の増加額  △9,895

前払費用の減少額  152

仕入債務の減少額  △9,479

未払金の増加額  21,593

未払費用の減少額  △80,167

未払消費税等の増加額  21,752

前受金の増加額  4,842

預り金の増加額  6,114

その他資産の増加額  △7,069

その他負債の増加額  2,588

小計  232,504

利息の受取額  5,573

利息の支払額  △11,013

法人税等の還付額  50,170

法人税等の支払額  △3,738

営業活動によるキャッシュ・フロー  273,496

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

新規子会社の取得による支出 ※２ △400,189

有形固定資産の取得による支出  △1,559

無形固定資産の取得による支出  △36,488

関係会社株式の取得による支出  △37,500

敷金の戻入による収入  492

敷金の差入による支出  △237

保証金の増加による支出  △507

投資活動によるキャッシュ・フロー  △475,988

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加  1,200,000

短期借入金の減少  △1,746,476

長期借入による収入  800,000

長期借入の返済による支出  △26,666

株式の発行による収入  160,083

財務活動によるキャッシュ・フロー  386,940

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  184,448

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,116,511

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期期末残高 ※１ 1,300,960
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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
当第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．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　１社

　連結子会社の名称

㈱エイコー（現：㈱ゴルフパラ

　ダイス）

㈱エイコーは、平成19年８月２

日の株式取得に伴い当第３四半期

より連結子会社となりました。な

お、みなし取得日を当第３四半期

末としているため、当第３四半期

においては貸借対照表のみを連結

しております。

(2) 非連結子会社

　　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用している非連結子

会社及び関連会社

　テレビ東京ゴルフダイジェス

ト・オンラインＬＬＣ合同会社

(2) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

　　該当事項はありません。

３．連結子会社の四半期決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社である㈱エイコーの

決算日は８月31日であります。

連結財務諸表作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし、９月１日か

ら連結決算日９月30日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。
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項目
当第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）

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

 

①　有価証券

時価のあるもの

　当第３四半期の市場価格等に基

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出）

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

 ②　たな卸資産

　当社商品

　　先入先出法による原価法

　連結子会社商品・貯蔵品

　　個別法による原価法

(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

　主な耐用年数は以下のとおりと

なっております。

　　　建物及び構築物　12～47年

　　　車両運搬具　　　　　６年 

　　　工具器具備品　　３～10年

　ただし、連結子会社において平

成10年４月１日以降に取得した建

物（建物付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

 （会計方針の変更)

　当第３四半期会計期間より、法

人税法の改正（（所得税法等の一

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

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法によっております。

（追加情報)

　当第３四半期会計期間より、法

人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資

産で改正前の法人税法に基づき償

却可能限度額まで償却した資産に

ついて、その残存簿価を償却可能

限度額に達した事業年度の翌事業

年度以後５年間で備忘価格まで均

等償却を行う方法によっておりま

す。　

　当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。

②　無形固定資産

　定額法

ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法

 ③　長期前払費用

　均等償却
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項目
当第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）

(3) 繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用処理する方法

によっております。

(4) 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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

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、支給見込額の

うち当第３四半期会計期間に負担

すべき額を計上しております。

③　ポイント引当金

将来の「ポイント」の使用によ

る販売促進費の発生に備えるため、

使用実績率に基づき将来利用され

ると見込まれるポイントに対し見

積り額を計上しております。

(5) 重要なリース取引の処理方

法

リース物件の所有者が借主に移

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。

(6) その他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

消費税等の会計処理

　税抜方式

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評

価については、全面時価評価法を

採用しております。

６．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な

現金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

133,966千円

※２．担保に供している資産

　担保資産に供している資産は次のとお

りであります。

関係会社株式 590,327千円

合計 590,327千円

　担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の

長期借入金
159,996千円

長期借入金 613,338千円

合計 773,334千円

なお、関係会社株式590,327千円は連結

財務諸表上、相殺消去しております。

（四半期連結損益計算書関係）

当第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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

 役員報酬 39,600千円 

 従業員給与 674,391  

 従業員賞与引当金繰入 50,000  

 広告宣伝費 11,355  

 販売促進費 234,483  

 地代家賃 181,282  

 賃借料 142,878  

 業務委託費 38,450  

 システム運用管理費 121,798  

 減価償却費 47,734  

 ポイント引当金繰入 171,858  

 貸倒引当金繰入 456  
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第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
計期間減少株式数

（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 156,450 5,830 0 162,280

合計 156,450 5,830 0 162,280

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　　該当事項はありません。

(2）基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期連結会計期間末後

となるもの

　　　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第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　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,300,960千円  

現金及び現金同等物 1,300,960千円  

 ２　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の

取得価額と取得による支出（純額）との関係は

次のとおりであります。

 

㈱エイコー　　　　

　　　　　　　　　（平成19年９月30日現在）

 流動資産 684,125千円  

 固定資産 750,901千円  

 のれん 468,452千円  

   

 流動負債 △1,283,538千円  

 固定負債 △29,614千円  

   

 取得価額 590,327千円  

 　現金及び現金同等額 △190,137千円  

   

差引：取得による支出 400,189千円  
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（リース取引関係）

当第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）

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

 

取得価額
相当額
 
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

四半期末
残高相当
額
(千円)

有形固定
資産
(その他)

250,331 96,600 153,731

無形固定
資産
(その他)

652,838 124,073 528,764

合計 903,170 220,674 682,495

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額

１年内 178,861千円

１年超 516,904千円

合計 695,766千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 105,026千円

減価償却費相当額 99,673千円

支払利息相当額 11,469千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年９月30日現在）

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 48,500 53,447 4,947

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 48,500 53,447 4,947

２．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成19年９月30日現在）

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 60,000

関係会社株式 20,415

合計 80,415

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

　　　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第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．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。 
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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19年１月１日　至　平成19年９月30日）

 
ゴルフ用品Ｅ
コマース事業
（千円）

ゴルフ場向け
サービス事業
（千円）

メディア事業
 

（千円）

計
 

（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
 

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,642,840 1,380,976 408,838 6,432,655 － 6,432,655

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
24,609 － － 24,609 △24,609 －

計 4,667,449 1,380,976 408,838 6,457,264 △24,609 6,432,655

営業費用 4,375,912 664,746 460,064 5,500,724 601,896 6,102,620

営業利益（又は営業損失） 291,536 716,229 △51,226 956,540 △626,505 330,034

　（注）１．事業の区分の方法

事業は、市場性を考慮した売上集計単位により区分しております。

　　　　２．事業の区分の内容

事業区分 主要なサービス

ゴルフ用品Ｅコマース事業 インターネット上でのゴルフ用品・関連商品の販売

ゴルフ場向けサービス事業 インターネット上でのゴルフ場予約サービスの提供

メディア事業
ゴルフコンテンツの配信と、インターネットメディアとしての広

告・マーケティングソリューションサービスの提供

３．当第３四半期連結会計期間は、当第３四半期連結会計期間末である平成19年９月30日を連結子会社の支配取

得日とみなしており、貸借対照表のみ連結しております。

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の額は、601,896千円であり、人事・経理等

の本社費用及び各セグメント共通の費用で、便益の程度が直接把握できない費用部分であります。

【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19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計金額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。　

【海外売上高】

当第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）

　海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

－ 19 －



（１株当たり情報）

当第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株当たり純資産額 12,291円64銭

１株当たり第３四半期純利益

金額
904円73銭

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額
886円71銭

　（注）１株当たり第３四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半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。

 
当第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株当たり第３四半期純利益金額】  

第３四半期純利益（千円） 142,594

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る第３四半期純利益（千円） 142,594

期中平均株式数（株） 157,610

【潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額】  

第３四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 3,203

（うち新株予約権） (－)

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

 新株予約権２種類（新株予

約権の目的となる株式の数

4,045株）

（重要な後発事象）

当第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）

　当社連結子会社株式会社エイコーの固定資産売却

　　平成19年10月26日付で固定資産の売却をいたしました。

　　（１）譲渡の目的　　　　：借入金返済のため

　　（２）譲渡する相手の会社：日本イーディピーサービス株式会社

　　（３）譲渡資産の内容

　　　　　　所在地　　　　　：神奈川県川崎市新丸子町768番地11

　　　　　　物件の内容　　　：土地面積　　　225.97㎡

　　　　　　　　　　　　　　　建物延床面積　694.57㎡

　　　　　　売却価格　　　　：357,000千円
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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18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,126,368   1,107,298   1,116,511  

２．売掛金   676,020   759,622   701,252  

３．たな卸資産   554,099   729,573   605,727  

４．関係会社短期貸付金   －   550,000   －  

５．繰延税金資産   66,650   109,992   83,359  

６．その他   87,262   58,772   91,272  

貸倒引当金   △1,419   △781   △607  

流動資産合計   2,508,982 75.1  3,314,479 62.6  2,597,516 76.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  119,747   104,806   115,727  

２．無形固定資産   166,570   159,116   156,327  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   175,236   113,447   178,340  

(2）関係会社株式 ※２  －   627,827   －  

(3）長期性預金   200,000   200,000   200,000  

(4）関係会社長期貸付
金

  －   600,000   －  

(5）敷金   －   165,883   166,139  

(6）繰延税金資産   －   497   －  

(7）その他   174,883   7,220   8,102  

貸倒引当金   △3,459   △2,029   △2,968  

投資その他の資産計   546,659   1,712,846   549,613  

固定資産合計   832,977 24.9  1,976,769 37.4  821,668 24.0

資産合計   3,341,959 100.0  5,291,248 100.0  3,419,185 100.0
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科目

 
前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   666,497   642,291   651,770  

２．短期借入金   600,000   1,200,000   600,000  

３.１年以内返済予定長
期借入金　

※２  －   159,996   －  

４．未払金   158,832   152,887   129,481  

５．賞与引当金   －   50,000   －  

６．ポイント引当金   145,774   170,619   137,186  

７．その他 ※３  130,084   287,600   145,344  

流動負債合計   1,701,188 50.9  2,663,395 50.3  1,663,783 48.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  －   613,338   －  

２．繰延税金負債   22,960   －   24,927  

固定負債合計   22,960 0.7  613,338 11.6  24,927 0.7

負債合計   1,724,148 51.6  3,276,733 61.9  1,688,710 49.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   722,361 21.6  802,916 15.2  722,866 21.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  700,310   780,865   700,815   

資本剰余金合計   700,310 21.0  780,865 14.8  700,815 20.5

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  155,565   427,800   265,378   

利益剰余金合計   155,565 4.6  427,800 8.1  265,378 7.8

株主資本合計   1,578,236 47.2  2,011,581 38.1  1,689,059 49.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  39,574 1.2  2,933 0.0  41,415 1.2

評価・換算差額等合計   39,574 1.2  2,933 0.0  41,415 1.2

純資産合計   1,617,810 48.4  2,014,515 38.1  1,730,475 50.6

負債純資産合計   3,341,959 100.0  5,291,248 100.0  3,419,185 100.0
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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18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

１．ゴルフ用品Ｅコマー

ス事業
 4,385,780   4,667,449   6,098,528   

２．ゴルフ場向けサービ

ス事業
 1,030,473   1,380,976   1,465,572   

３．メディア事業  338,874 5,755,128 100.0 408,838 6,457,264 100.0 470,105 8,034,206 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．ゴルフ用品Ｅコマー

ス事業原価
          

(1) 商品期首たな卸高  549,804   605,727   549,804   

(2) 当期商品仕入高  3,581,707   3,853,788   5,024,269   

小計  4,131,511   4,459,516   5,574,074   

(3) 商品期末たな卸高  554,099   729,573   605,727   

合計  3,577,412   3,729,942   4,968,347   

(4) カード手数料  63,846   66,750   88,236   

ゴルフ用品Ｅコマー

ス事業原価
 3,641,259   3,796,693   5,056,584   

２．ゴルフ場向けサービ

ス事業原価
 34,991   55,785   54,550   

３．メディア事業原価  36,629 3,712,879 64.5 83,784 3,936,263 61.0 60,458 5,171,593 64.4

売上総利益   2,042,248 35.5  2,521,000 39.0  2,862,613 35.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,111,213 36.7  2,187,565 33.9  2,835,375 35.3

営業利益又は営業損
失（△）

  △68,964 △1.2  333,435 5.1  27,237 0.3

Ⅳ　営業外収益 ※２  7,959 0.1  11,541 0.2  11,035 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※３  2,764 0.0  9,654 0.2  4,557 0.0

経常利益又は経常損
失（△）

  △63,769 △1.1  335,322 5.1  33,716 0.4

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損  534   35   534   

２．リース解約損  16,757   －   16,757   

３．事務所移転損失  32,665   －   32,665   

４．事業資産整理損  － 49,956 0.9 7,030 7,065 0.1 － 49,956 0.6

税引前第３四半期
（当期）純利益又は
純損失（△）

  △113,725 △2.0  328,256 5.1  △16,240 △0.2

法人税、住民税及び
事業税

 4,280   191,480   8,058   

過年度法人税等  20,403   －   20,302   

法人税等調整額  △8,729 15,954 0.3 △25,646 165,834 2.6 △24,735 3,625 0.0

第３四半期（当期）
純利益又は純損失
（△）

  △129,679 △2.3  162,421 2.5  △19,866 △0.2
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30日）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計資本準備金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成17年12月31日　残高 703,581 681,530 285,245 1,670,356 － － 1,670,356

当第３四半期会計期間中の変

動額

新株の発行 18,780 18,780 － 37,560 － － 37,560

四半期純利益（△純損失） － － △129,679 △129,679 － － △129,679

株主資本以外の項目の当第３

四半期会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － 39,574 39,574 39,574

当第３四半期会計期間中の変

動額合計
18,780 18,780 △129,679 △92,119 39,574 39,574 △52,545

平成18年９月30日　残高 722,361 700,310 155,565 1,578,236 39,574 39,574 1,617,810

当第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）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計資本準備金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成18年12月31日　残高 722,866 700,815 265,378 1,689,059 41,415 41,415 1,730,475

当第３四半期会計期間中の変

動額

新株の発行 80,050 80,050 － 160,100 － － 160,100

四半期純利益 － － 162,421 162,421 － － 162,421

株主資本以外の項目の当第３

四半期会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － △38,481 △38,481 △38,481

当第３四半期会計期間中の変

動額合計
80,050 80,050 162,421 322,521 △38,481 △38,481 284,040

平成19年９月30日　残高 802,916 780,865 427,800 2,011,581 2,933 2,933 2,014,515

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計資本準備金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成17年12月31日　残高 703,581 681,530 285,245 1,670,356 － － 1,670,356

事業年度中の変動額

新株の発行 19,285 19,285 － 38,570 － － 38,570

当期純利益（△純損失） － － △19,866 △19,866 － － △19,866

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － 41,415 41,415 41,415

事業年度中の変動額合計 19,285 19,285 △19,866 18,703 41,415 41,415 60,118

平成18年12月31日　残高 722,866 700,815 265,378 1,689,059 41,415 41,415 1,730,475
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期（当期）純利益
（△純損失）

△113,725 △16,240

減価償却費 45,925 62,522

長期前払費用償却 536 686

ポイント引当金の増加額 31,234 22,646

貸倒引当金の減少額 514 △788

受取利息及び受取配当金 △7,400 △10,027

支払利息 2,094 3,612

新株発行費 663 －

株式交付費 － 776

有形固定資産除却損 534 534

売上債権の増加額 △81,295 △106,036

たな卸資産の増加額 △4,294 △55,922

未収入金の減少額（△増加額） △2,135 △60,172

前払費用の増加額 △12,959 △10,529

仕入債務の増加額（△減少額） 124,075 109,348

未払金の増加額（△減少額） 20,074 △8,089

未払費用の増加額 3,712 15,516

未払消費税等の減少額 △12,393 △7,479

前受金の減少額 △3,347 △3,479

預り金の増加額（△減少額） 4,481 △3,236

その他資産の減少額（△増加額） △199 615

その他負債の減少額 5,358 △1,179

小計 1,453 △66,923

利息及び配当金の受取額 4,966 9,899

利息の支払額 △2,910 △3,414

法人税等の支払額 △134,681 △77,967

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,173 △138,406

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △121,762 △122,924

無形固定資産の取得による支出 △37,529 △39,888

投資有価証券の取得による支出 △48,500 △48,500

定期預金の払戻による収入 200,000 200,000

定期預金の預入による支出 △200,000 △200,000

敷金の戻入による収入 18,861 18,861

敷金の差入による支出 △163,065 △163,065

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,996 △355,517

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減（純額） 600,000 600,000

株式の発行による収入 36,897 37,793

財務活動によるキャッシュ・フロー 636,897 637,793

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 153,727 143,870

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 972,641 972,641

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期期末（期
末）残高※

1,126,368 1,116,511
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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18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

時価のあるもの

　当第３四半期決算日の市場価格

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出）

(1）有価証券

時価のあるもの

　当第３四半期決算日の市場価格

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出）

(1）有価証券

時価のあるもの

　当事業年度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出）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

 (2）たな卸資産

商品

　先入先出法による原価法を採用

しております。

(2）たな卸資産

同　左

(2）たな卸資産

同　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりとなっております。

建物付属設備　　10～21年

工具器具備品　　３～10年

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりとなっております。

建物付属設備　　10～21年

工具器具備品　　３～10年

（会計方針の変更)

　当第３四半期会計期間より、法

人税法の改正（（所得税法等の一

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

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法によっております。

　なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。

（追加情報)

　当第３四半期会計期間より、法

人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資

産で改正前の法人税法に基づき償

却可能限度額まで償却した資産に

ついて、その残存簿価を償却可能

限度額に達した事業年度の翌事業

年度以後５年間で備忘価格まで均

等償却を行う方法によっておりま

す。　

　なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりとなっております。

建物付属設備　　10～21年

工具器具備品　　３～10年

(2）無形固定資産

定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法

(2）無形固定資産

同　左

(2）無形固定資産

同　左

(3）長期前払費用

均等償却

(3）長期前払費用

同　左

(3）長期前払費用

同　左
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３．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

に回収可能性を検討し、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）

　 ────── 

(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、支給見込額の

うち当第３四半期会計期間に負担

すべき額を計上しております。

(2）

　 ────── 

(3）ポイント引当金

　将来の「ＧＤＯポイント」

の使用による販売促進費の発

生に備えるため、使用実績率

に基づき将来利用されると見

込まれるポイントに対し見積

り額を計上しております。

(3）ポイント引当金

同　左

(3）ポイント引当金

同　左

４．繰延資産の処理方法  (1）新株発行費

　支払時に全額費用処理する

方法によっております。

 (1）

　 ────── 

(1）

　 ────── 

 (2）

　 ──────

 (2）株式交付費

 支出時に全額費用処理する

方法によっております。

(2）株式交付費

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

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

 

　 ────── 

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

７．その他四半期財務諸表

（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。

同　左 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18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

 

  ──────

 

  ──────

 　(純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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

準第８号）を適用しております。なお、当事

業年度末における従来の表示による資本の部

の合計に相当する1,730,475千円であります。

表示方法の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

  前期まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券」

は、資産総額の100分の５を超えたため区分掲

記しました。なお、前期「投資有価証券」は

60,000千円であります。

 

──────

  前期まで区分掲示しておりました「為替差

損」は、営業外費用の総額の100分の10以下と

なったため、営業外費用の「その他」に含め

て表示することにしました。

　なお、当期における「為替差損」の金額は

161千円であります。
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

22,449千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

40,326千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

27,680千円

※２．

─────

※２．担保資産及び担保付負債

　担保資産に供している資産は次のとお

りであります。

関係会社株式 590,327千円

合計 590,327千円

　担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の

長期借入金
159,996千円

長期借入金 613,338千円

合計 773,334千円

※２．

─────

※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。

※２．消費税等の取扱い

同　　左

※２．

─────

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ※１．減価償却実施額  ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産 12,558千円

無形固定資産 33,366千円

有形固定資産 13,094千円

無形固定資産 34,640千円

有形固定資産 17,740千円

無形固定資産 44,782千円

 ※２．営業外収益のうち主要なもの  ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 7,400千円 受取利息 9,388千円 受取利息 10,027千円

 ※３．営業外費用のうち主要なもの  ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2,094千円

新株発行費 663千円

支払利息 8,931千円 支払利息 3,612千円
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（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18年１月１日　至　平成18年９月30日）

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 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）

当第３四半期会計期間末

株式数（株）

 発行済株式数　     

普通株式 154,090 2,280 － 156,370

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加2,280株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 当第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）

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 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）

当第３四半期会計期間末

株式数（株）

 発行済株式数　     

普通株式 156,450 5,830 － 162,280

（注）普通株式の発行済株式総数の増加5,830株の内、5,050株は第三者割当増資による新株の発行によるものでありま

す。また、残りの780株は新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 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）

 発行済株式数　     

普通株式 154,090 2,360 － 156,450

（注）普通株式の発行済株式総数の増加2,360株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

※　現金及び現金同等物の第３四半期期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

 

  ──────

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,126,368千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
－

現金及び現金同等物 1,126,368千円

（平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,116,511千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
－

現金及び現金同等物 1,116,511千円
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額
 
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

四半期末
残高相当
額
(千円)

有形固定
資産
(工具器具
備品)

261,802 68,939 192,863

無形固定
資産
(ソフト
ウェア)

227,823 55,034 172,788

合計 489,626 123,973 365,652

 

取得価額
相当額
 
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

四半期末
残高相当
額
(千円)

有形固定
資産
(工具器具
備品)

250,331 96,600 153,731

無形固定
資産
(ソフト
ウェア)

652,838 124,073 528,764

合計 903,170 220,674 682,495

 

取得価額
相当額
 
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
 
(千円)

有形固定
資産
(工具器具
備品)

261,802 81,841 179,961

無形固定
資産
(ソフト
ウェア)

300,753 69,937 230,815

合計 562,555 151,778 410,777

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 93,760千円

１年超 278,055千円

合計 371,815千円

１年内 178,861千円

１年超 516,904千円

合計 695,766千円

１年内 106,322千円

１年超 311,609千円

合計 417,982千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 71,329千円

減価償却費相当額 65,960千円

支払利息相当額 8,425千円

支払リース料 105,026千円

減価償却費相当額 99,673千円

支払利息相当額 11,469千円

支払リース料 101,757千円

減価償却費相当額 93,765千円

支払利息相当額 12,040千円

４．減価償却費相当額の算定方法

 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　左

５．利息相当額の算定方法

 　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同　左

５．利息相当額の算定方法

同　左 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

 同　左

 （減損損失について）

 同　左
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（有価証券関係）

 前第３四半期会計期間末（平成18年９月30日現在）

 １．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 48,500 115,236 66,736

合計 48,500 115,236 66,736

２．時価評価されていない主な有価証券

四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 60,000

 前事業年度末（平成18年12月31日現在）

 １.その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 48,500 118,340 69,840

合計 48,500 118,340 69,840

 2.時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(2）その他有価証券

非上場株式 60,000

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

－ 32 －



（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第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）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 10,346円04銭

１株当たり第３四半期純利益

金額（△純損失）
△832円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり第３四半期純損失のため、記載

しておりません。

１株当たり純資産額 12,413円82銭

１株当たり第３四半期純利益

金額
1,030円53銭

潜在株式調整後３株当たり当

期純利益金額
1,010円01銭

１株当たり純資産額 11,060円88銭

１株当たり当期純利益金額

（△純損失）
△127円40銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失のため、記載しておりませ

ん。

　（注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。

 
前第３四半期会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

当第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)

前事業年度

　(自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

【１株当たり第３四半期（当期）純利益金額】    

第３四半期（当期）純利益（△純損失）

（千円）
△129,679 162,421 △19,866

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（△純損失）（千円）
△129,679 162,421 △19,866

期中平均株式数（株） 155,784 157,610 155,932

    

【潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額】
   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 3,203 －

（うち新株予約権） (－) (－) (－)

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

  新株予約権２種類（新株予

約権の目的となる株式の数

4,090株）

 新株予約権２種類（新株予

約権の目的となる株式の数

4,045株）

 新株予約権２種類（新株予

約権の目的となる株式の数

4,080株）

（重要な後発事象）

 

前第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

当第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）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。
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