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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 103,799 △3.1 1,724 △27.9 1,548 △43.4 846 △45.9

19年12月期第１四半期 107,167 1.3 2,391 △4.9 2,734 △8.4 1,563 △15.6

19年12月期 435,011 ― 7,134 ― 8,960 ― 5,350 ― 

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 18 83 18 82

19年12月期第１四半期 33 23 33 22

19年12月期 116 40 ――

(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 228,054 121,712 52.9 2,710 63

19年12月期第１四半期 270,448 144,439 53.0 3,062 07

19年12月期 246,097 131,846 53.1 2,898 49

２．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）【参考】

　中間期および通期業績予想につきましては、平成20年２月14日発表の予想に変更はありません。

３．その他

（1）期中における重要な子会社の異動（連結の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の有無 ： 有

（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

 　（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。
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（参考）個別業績の概要

１．平成20年12月期第１四半期の個別業績（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 93,118 △4.6 1,274 △41.2 1,215 △50.8 748 △47.5

19年12月期第１四半期 97,595 0.8 2,167 1.6 2,470 △2.3 1,426 △12.6

19年12月期 387,860 ― 6,172 ― 8,009 ― 5,330 ― 

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 16 64

19年12月期第１四半期 30 30

19年12月期 115 97

(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 196,367 104,777 53.4 2,354 83

19年12月期第１四半期 238,583 126,942 53.2 2,712 43

19年12月期 213,901 114,240 53.4 2,533 55

２．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）【参考】

　中間期および通期業績予想につきましては、平成20年２月14日発表の予想に変更はありません。

　※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　 　 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が

　　判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、さまざまな要因

　　の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承

　　知おきください。

　　　業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、

　　５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結･個別業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。
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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(平成20年１月から平成20年３月)のわが国経済は、民需主導の成長が低レベルな

がら持続したものの、急激な円高と原油高、欧米の信用市場の混乱が世界の実体経済へ及ぼす影

響やコストインフレの懸念、外国人投資家の売り越しなどによる日本の株式市場の下落などのた

め、先行きの不安感とともに推移しました。国内広告業界におきましても、広告主のコミュニケ

ーションコスト削減圧力が一層加速化するとともに、伝統的広告市場の成熟とインターネット関

連技術の発展等により、広告主ニーズは一層複雑化・高度化し、競争環境は厳しさを増しました。

このような経営環境のなか、当社グループは自らを「フューチャー・エージェンシー」と位置づ

け、常にクライアントサイドに立ち360°のタッチポイントを活用したコミュニケーションの提案

に注力してまいりました。 

 

その結果、当第１四半期の連結経営成績は次のとおりとなりました。 

 

（広告業セグメント） 

広告業セグメントにつきましては、グループの中核である当社単体において交通・レジャー、

食品、飲料・嗜好品、家庭用品等の業種の広告主からの出稿増加や新規得意先・ブランドの獲

得等がありましたが、金融・保険、外食・各種サービス、情報・通信、家電ＡＶ機器等の業種

の広告主からの出稿が減少しました。売上区分別にはテレビタイムとセールスプロモーション

部門が伸張しましたが、テレビスポット、新聞、コンテンツ部門を始め、多くの部門で前年同

期に比べ減収に終わりました。内外の広告子会社では売上が総体としてやや拡大したものの、

当社単体での減収により、当第１四半期の同セグメントの外部顧客に対する売上高は1,018億８

千５百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 

 

利益面におきましては、当社単体において、一部の支社やメディアバイイングビジネスの収

益性が向上しましたが、減収に終わったこと、テレビタイム、セールスプロモーション、コン

テンツ部門の利益率が伸び悩んだことなどにより、前年同期を7.0％下回る売上総利益を計上し

ました。当社および内外広告子会社は、販売費など経費節減に努めましたが、人件費などを含

む営業費用合計額が増加し、同セグメントの営業利益は17億７千７百万円（セグメント間消去

前、前年同期比27.1％減）となりました。 
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（その他の事業セグメント） 

書籍出版・販売部門におきましては、書籍市場全体が伸び悩む中、売上が依然伸び悩んでい

ること、カード会員誌の扱いが伸び悩んでいることなどにより、売上高は前年同期を下回りま

した。期初、書籍の返品率が高めに推移する季節的要因や経費の圧縮幅が売上総利益の減少幅

に追いつかなかったことなどにより、営業損失を計上しました。以上の結果、同部門の外部顧

客に対する売上高は19億１千３百万円（前年同期比3.0％減）、営業損失５千２百万円（前年同

期は４千５百万円の営業損失）を計上しました。 

 

以上の結果、当第１四半期の連結売上高は1,037億９千９百万円（前年同期比3.1％減）、売上

総利益は126億６千４百万円（前年同期比3.8％減）、販売費及び一般管理費は109億４千万円（前

年同期比1.5％増）となり、営業利益は17億２千４百万円（前年同期比27.9％減）となりました。

持分法適用会社については、インターネット広告メディアレップである、デジタル・アドバタイ

ジング・コンソーシアム株式会社（単体）が堅調に増収し当期純利益を確保したものの、同社の

自己株式取得による当社持分価値の調整を行い、さらに情報処理サービス会社が季節要因による

減収のため損失を計上した結果、７千４百万円の持分法による投資損失（前年同期は１千６百万

円の損失）を計上しました。加えて、急激な円高による為替差損により、営業外費用が営業外収

益を上回り、経常利益は15億４千８百万円（前年同期比43.4％減）となりました。税金等調整前

四半期純利益は15億２千８百万円（前年同期比48.5％減）、四半期純利益は８億４千６百万円（前

年同期比45.9％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

前第１四半期末（平成19年３月31日）と比較した当第１四半期末の財政状態は以下のとおりで

す。資産合計は、おもに減収に伴う売上債権とたな卸資産の減少および投資有価証券の処分なら

びに時価下落などにより、423億９千３百万円減少し、2,280億５千４百万円となりました。負債

合計は、減収に伴う仕入債務の縮小に加え、固定負債のその他の科目に含まれる繰延税金負債が

減少したことなどにより、196億６千７百万円減少し、1,063億４千１百万円となりました。株主

還元政策の一環として、当第１四半期中に取締役会の決議により自己株式595,900株を20億２千４

百万円で買受け、当第１四半期末の自己株式は22億２千９百万円となりました。少数株主持分は

11億３百万円となり、それを含む純資産合計額は1,217億１千２百万円となりました。純資産比率

は53.4％となりました。 
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３．連結・個別業績予想に関する定性的情報 

当社個別、連結の中間および通期業績予想につきましては、平成20年２月14日発表の予想に変

更ありません。 

 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

四半期財務諸表における税金費用の計算にあたっては、税金等調整前四半期純利益に年間予

測税率を乗じた金額を計上しております。 

（３） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1)（要約）四半期連結貸借対照表 

  

前第１四半期末 

(平成19年３月31日) 

当第１四半期末 

(平成20年３月31日) 
増  減 

（参考） 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金  19,933 22,894   22,863

 ２ 受取手形及び 
   売掛金 

 105,597 102,831   108,045

 ３ 有価証券  7,177 3,149   3,676

 ４ たな卸資産  11,051 10,228   9,037

 ５ その他  4,921 3,107   4,549

 ６ 貸倒引当金  △537 △566   △624

  流動資産合計  148,144 54.8 141,645 62.1 △6,498 △4.4  147,546 60.0

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産  3,848 1.4 3,806 1.7 △41 △1.1  3,866 1.6

 ２ 無形固定資産  1,435 0.5 1,147 0.5 △287 △20.0  1,063 0.4

 ３ 投資その他の 
資産 

    

  (1) 投資有価証券  106,031 71,788   83,720

  (2) その他  12,010 10,835   11,074

  (3) 貸倒引当金  △1,022 △1,169   △1,174

  投資その他の 
資産合計 

 117,020 43.3 81,454 35.7 △35,565 △30.4  93,620 38.0

  固定資産合計  122,304 45.2 86,408 37.9 △35,895 △29.3  98,550 40.0

  資産合計  270,448 100 228,054 100 △42,393 △15.7  246,097 100 
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前第１四半期末 

(平成19年３月31日) 

当第１四半期末 

(平成20年３月31日) 
増  減 

（参考） 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 支払手形及び 
   買掛金 

 92,916 84,801   87,417

 ２ 短期借入金  164 264   1,084

 ３ １年以内償還 
   予定社債 

 500 ―   ―

 ４ １年以内返済 
   予定長期借入金 

 49 38   48

 ５ 賞与引当金  1,759 1,524   679

 ６ 返品調整 
引当金 

 700 446   537

 ７ その他  8,903 9,602   10,129

  流動負債合計  104,993 38.8 96,678 42.4 △8,315 △7.9  99,896 40.6

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金  98 60   60

 ２ 退職給付 
   引当金 

 1,512 1,141   1,246

 ３ 役員退職慰労 
   引当金 

 659 695   694

 ４ 債務保証損失 
   引当金 

 246 ―   ―

 ５ その他  18,497 7,766   12,352

  固定負債合計  21,015 7.8 9,663 4.2 △11,351 △54.0  14,354 5.8

  負債合計  126,008 46.6 106,341 46.6 △19,667 △15.6  114,251 46.4
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前第１四半期末 

(平成19年３月31日) 

当第１四半期末 

(平成20年３月31日) 
増  減 

（参考） 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  37,581 37,581   37,581

２ 資本剰余金  40,607 20,024   20,024

３ 利益剰余金  48,579 51,324   51,901

４ 自己株式  △14,081 △2,229   △203

株主資本合計  112,687 41.7 106,701 46.8 △5,986 △5.3  109,303 44.4

Ⅱ 評価・換算 
差額等 

    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 29,742 13,539   20,304

２ 繰延ヘッジ 
  損益 

 0 △0   1

３ 為替換算 
  調整勘定 

 875 368   1,085

評価・換算 
差額等合計 

 30,617 11.3 13,907 6.1 △16,709 △54.6  21,392 8.7

Ⅲ 少数株主持分  1,133 0.4 1,103 0.5 △30 △2.7  1,150 0.5

  純資産合計  144,439 53.4 121,712 53.4 △22,726 △15.7  131,846 53.6

負債純資産合計  270,448 100 228,054 100 △42,393 △15.7  246,097 100 
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(2)（要約）四半期連結損益計算書 

  

前第１四半期 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

当第１四半期 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日) 

増  減 

（参考） 

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)科目 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

Ⅰ 売上高 107,167 100 103,799 100 △3,368 △3.1  435,011 100 

Ⅱ 売上原価 93,999 87.7 91,135 87.8 △2,864 △3.0  383,257 88.1

   売上総利益 13,168 12.3 12,664 12.2 △504 △3.8  51,754 11.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

   

 １ 給与手当 4,573  4,969  23,812 

 ２ 賞与引当金 
   繰入額 

1,581  1,362  650 

 ３ 退職給付費用 431  453  1,866 

 ４ 賃借料 927  1,005  3,877 

 ５ その他 3,263 10,777 10.1 3,148 10,940 10.5 163 1.5 14,412 44,619 10.3

   営業利益 2,391 2.2 1,724 1.7 △667 △27.9  7,134 1.6

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 163  137  616 

 ２ 受取配当金 32  43  1,318 

 ３ その他 180 377 0.4 147 329 0.3 △48 △12.8 550 2,485 0.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 9  5  32 

 ２ 為替差損 ―  410  71 

 ３ 持分法による 
   投資損失 

16  74  258 

 ４ その他 8 34 0.0 13 504 0.5 470 ― 296 660 0.1

   経常利益 2,734 2.6 1,548 1.5 △1,185 △43.4  8,960 2.1
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前第１四半期 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

当第１四半期 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日) 

増  減 

（参考） 

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)科目 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

Ⅵ 特別利益  231 0.2 79 0.1 △152 △65.7  3,144 0.7

Ⅶ 特別損失  0 0.0 99 0.1 99 ―  1,982 0.5

税金等調整前 
四半期(当期) 
純利益 

 2,966 2.8 1,528 1.5 △1,437 △48.5  10,122 2.3

   税金費用  1,390 1.3 666 0.7 △724 △52.1  4,694 1.1

   少数株主利益  11 0.0 16 0.0 4 37.8  77 0.0

   四半期(当期) 
純利益 

 1,563 1.5 846 0.8 △717 △45.9  5,350 1.2
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(3)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前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) 

 

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(百万円) 37,581 40,607 47,671 △12,973 112,886

当四半期連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △800 ― △800

 四半期純利益 ― ― 1,563 ― 1,563

 自己株式の取得 ― ― ― △1,107 △1,107

 自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

 連結範囲の変動 ― ― 145 ― 145

 株主資本以外の項目の四半期 
連結会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) ― 0 908 △1,107 △198

平成19年３月31日残高(百万円) 37,581 40,607 48,579 △14,081 112,687

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年12月31日残高(百万円) 26,676 1 774 27,452 1,048 141,387

当四半期連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △800

 四半期純利益 ― ― ― ― ― 1,563

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △1,107

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0

 連結範囲の変動 ― ― ― ― ― 145

 株主資本以外の項目の四半期 
連結会計期間中の変動額(純額) 3,065 △1 100 3,164 85 3,249

当四半期連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) 3,065 △1 100 3,164 85 3,051

平成19年３月31日残高(百万円) 29,742 0 875 30,617 1,133 144,439
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当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) 

 

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(百万円) 37,581 20,024 51,901 △203 109,303

当四半期連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △1,442 ― △1,442

 四半期純利益 ― ― 846 ― 846

 自己株式の取得 ― ― ― △2,026 △2,026

 自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

 連結範囲の変動 ― ― 19 ― 19

 株主資本以外の項目の四半期 
連結会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) ― 0 △576 △2,025 △2,602

平成20年３月31日残高(百万円) 37,581 20,024 51,324 △2,229 106,701

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成19年12月31日残高(百万円) 20,304 1 1,085 21,392 1,150 131,846

当四半期連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △1,442

 四半期純利益 ― ― ― ― ― 846

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △2,026

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0

 連結範囲の変動 ― ― ― ― ― 19

 株主資本以外の項目の四半期 
連結会計期間中の変動額(純額) △6,764 △2 △717 △7,484 △46 △7,531

当四半期連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) △6,764 △2 △717 △7,484 △46 △10,133

平成20年３月31日残高(百万円) 13,539 △0 368 13,907 1,103 121,712
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（参考）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(百万円) 37,581 40,607 47,671 △12,973 112,886

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △1,258 ― △1,258

 当期純利益 ― ― 5,350 ― 5,350

 自己株式の取得 ― ― ― △7,813 △7,813

 自己株式の処分 ― △20,583 ― 20,583 0

 連結範囲の変動 ― ― 138 ― 138

 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 
 (百万円) ― △20,583 4,230 12,770 △3,582

平成19年12月31日残高(百万円) 37,581 20,024 51,901 △203 109,303

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年12月31日残高(百万円) 26,676 1 774 27,452 1,048 141,387

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △1,258

 当期純利益 ― ― ― ― ― 5,350

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △7,813

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0

 連結範囲の変動 ― ― ― ― ― 138

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) △6,372 0 311 △6,060 101 △5,959

連結会計年度中の変動額合計 
 (百万円) △6,372 0 311 △6,060 101 △9,541

平成19年12月31日残高(百万円) 20,304 1 1,085 21,392 1,150 131,846
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(4)セグメント情報 

[事業の種類別セグメント情報] 

前第１四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

105,195 1,972 107,167 ― 107,167

 (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 

6 65 72 △72 ―

計 105,201 2,038 107,240 △72 107,167

  営業費用 102,765 2,084 104,849 △73 104,776

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

2,436 △45 2,391 0 2,391

 

当第１四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

101,885 1,913 103,799 ― 103,799

 (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 

8 23 31 △31 ―

計 101,894 1,936 103,831 △31 103,799

  営業費用 100,116 1,989 102,106 △30 102,075

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

1,777 △52 1,724 △0 1,724

 

（参考）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) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

426,402 8,609 435,011 ― 435,011

 (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 

37 221 258 △258 ―

計 426,439 8,830 435,270 △258 435,011

  営業費用 419,299 8,835 428,134 △258 427,876

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

7,139 △4 7,135 △0 7,134
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６．（要約）四半期個別財務諸表 

(1)（要約）四半期個別貸借対照表 

  

前第１四半期末 

(平成19年３月31日) 

当第１四半期末 

(平成20年３月31日) 
増  減 

（参考） 

前事業年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金  8,913 11,342   11,934

 ２ 受取手形  7,290 5,402   5,947

 ３ 売掛金  86,893 85,063   87,726

 ４ 有価証券  5,709 2,487   3,294

 ５ 制作支出金  7,109 6,253   5,705

 ６ その他  4,315 2,590   4,146

 ７ 貸倒引当金  △428 △474   △529

  流動資産合計  119,803 50.2 112,663 57.4 △7,139 △6.0  118,226 55.3

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産  1,899 0.8 1,751 0.9 △148 △7.8  1,788 0.8

 ２ 無形固定資産  1,312 0.6 1,052 0.5 △259 △19.8  967 0.5

 ３ 投資その他の 
資産 

    

  (1) 投資有価証券  106,493 72,683   84,452

  (2) その他  9,991 8,976   9,216

  (3) 貸倒引当金  △917 △761   △749

  投資その他の 
資産合計 

 115,568 48.4 80,899 41.2 △34,669 △30.0  92,918 43.4

  固定資産合計  118,780 49.8 83,703 42.6 △35,077 △29.5  95,675 44.7

  資産合計  238,583 100 196,367 100 △42,216 △17.7  213,901 100 
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前第１四半期末 

(平成19年３月31日) 

当第１四半期末 

(平成20年３月31日) 
増  減 

（参考） 

前事業年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 支払手形  19,928 15,817   16,926

 ２ 買掛金  66,550 62,431   63,248

 ３ その他  5,153 4,701   6,143

  流動負債合計  91,632 38.4 82,950 42.2 △8,681 △9.5  86,318 40.4

Ⅱ 固定負債     

 １ 退職給付 
引当金 

 726 276   404  

 ２ 役員退職慰労 
   引当金 

 659 695   694

 ３ 債務保証損失 
   引当金 

 300 ―   ―

 ４ その他  18,323 7,668   12,243

  固定負債合計  20,009 8.4 8,639 4.4 △11,369 △56.8  13,342 6.2

  負債合計  111,641 46.8 91,590 46.6 △20,051 △18.0  99,661 46.6

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  37,581 37,581   37,581

２ 資本剰余金  40,607 20,024   20,024

３ 利益剰余金  33,987 36,739   37,433

４ 自己株式  △14,081 △2,229   △203

株主資本合計  98,095 41.1 92,115 46.9 △5,979 △6.1  94,836 44.3

Ⅱ 評価・換算 
差額等 

    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 28,846 12,662   19,402

２ 繰延ヘッジ 
  損益 

 0 △0   1

評価・換算 
差額等合計 

 28,846 12.1 12,661 6.5 △16,184 △56.1  19,404 9.1

  純資産合計  126,942 53.2 104,777 53.4 △22,164 △17.5  114,240 53.4

負債純資産合計  238,583 100 196,367 100 △42,216 △17.7  213,901 100 
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(2)（要約）四半期個別損益計算書 

 

前第１四半期 

(自 平成19年１月１日
至 平成19年３月31日)

当第１四半期 

(自 平成20年１月１日
至 平成20年３月31日)

増  減 

（参考） 
前事業年度 

(自 平成19年１月１日
 至 平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

金額 
(百万円)

百分比
(％) 

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円)

百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 97,595 100 93,118 100 △4,477 △4.6 387,860 100 

Ⅱ 売上原価 86,940 89.1 83,206 89.4 △3,733 △4.3 347,181 89.5

   売上総利益 10,654 10.9 9,911 10.6 △743 △7.0 40,678 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,487 8.7 8,636 9.3 149 1.8 34,506 8.9

   営業利益 2,167 2.2 1,274 1.3 △893 △41.2 6,172 1.6

Ⅳ 営業外収益 303 0.3 274 0.3 △29 △9.6 2,091 0.5

Ⅴ 営業外費用 0 0.0 333 0.3 332 ― 254 0.1

   経常利益 2,470 2.5 1,215 1.3 △1,254 △50.8 8,009 2.0

Ⅵ 特別利益 215 0.2 69 0.1 △146 △67.6 3,376 0.9

Ⅶ 特別損失 ― ― 17 0.0 17 ― 1,955 0.5

税金等調整前 
四半期(当期) 
純利益 

2,686 2.7 1,268 1.4 △1,418 △52.8 9,430 2.4

   税金費用 1,260 1.3 520 0.6 △740 △58.7 4,099 1.0

   四半期(当期) 
純利益 

1,426 1.4 748 0.8 △678 △47.5 5,330 1.4
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(3)（要約）四半期株主資本等変動計算書 

前四半期会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31日) 

 

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(百万円) 37,581 40,607 33,361 △12,973 98,576

当四半期会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △800 ― △800

 四半期純利益 ― ― 1,426 ― 1,426

 自己株式の取得 ― ― ― △1,107 △1,107

 自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

 株主資本以外の項目の四半期 
会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期会計期間中の 
変動額合計(百万円) ― 0 625 △1,107 △481

平成19年３月31日残高(百万円) 37,581 40,607 33,987 △14,081 98,095

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 25,776 1 25,777 124,354 

当四半期会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △800 

 四半期純利益 ― ― ― 1,426 

 自己株式の取得 ― ― ― △1,107 

 自己株式の処分 ― ― ― 0 

 株主資本以外の項目の四半期 
会計期間中の変動額(純額) 3,070 △1 3,068 3,068 

当四半期会計期間中の 
変動額合計(百万円) 3,070 △1 3,068 2,587 

平成19年３月31日残高(百万円) 28,846 0 28,846 126,942 

 

㈱アサツー ディ・ケイ（9747）　平成20年12月期　第１四半期財務・業績の概況

18



当四半期会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日) 

 

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(百万円) 37,581 20,024 37,433 △203 94,836

当四半期会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △1,442 ― △1,442

 四半期純利益 ― ― 748 ― 748

 自己株式の取得 ― ― ― △2,026 △2,026

 自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

 株主資本以外の項目の四半期 
会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期会計期間中の 
変動額合計(百万円) ― 0 △694 △2,025 △2,720

平成20年３月31日残高(百万円) 37,581 20,024 36,739 △2,229 92,115

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年12月31日残高(百万円) 19,402 1 19,404 114,240 

当四半期会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △1,442 

 四半期純利益 ― ― ― 748 

 自己株式の取得 ― ― ― △2,026 

 自己株式の処分 ― ― ― 0 

 株主資本以外の項目の四半期 
会計期間中の変動額(純額) △6,740 △2 △6,742 △6,742 

当四半期会計期間中の 
変動額合計(百万円) △6,740 △2 △6,742 △9,463 

平成20年３月31日残高(百万円) 12,662 △0 12,661 104,777 
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（参考）前事業年度(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(百万円) 37,581 40,607 33,361 △12,973 98,576

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △1,258 ― △1,258

 当期純利益 ― ― 5,330 ― 5,330

 自己株式の取得 ― ― ― △7,813 △7,813

 自己株式の処分 ― △20,583 ― 20,583 0

 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(百万円) ― △20,583 4,072 12,770 △3,740

平成19年12月31日残高(百万円) 37,581 20,024 37,433 △203 94,836

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 25,776 1 25,777 124,354 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △1,258 

 当期純利益 ― ― ― 5,330 

 自己株式の取得 ― ― ― △7,813 

 自己株式の処分 ― ― ― 0 

 株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) △6,373 0 △6,373 △6,373 

事業年度中の変動額合計(百万円) △6,373 0 △6,373 △10,114 

平成19年12月31日残高(百万円) 19,402 1 19,404 114,240 
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