
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月18日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ゲンダイエージェンシー株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 2411 URL http://www.gendai-a.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役CEO （氏名） 山本 正卓

問合せ先責任者 （役職名） 取締役CFO （氏名） 高 秀一 TEL 03-5308-9888

四半期報告書提出予定日 平成20年7月31日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 4,787 ― 587 ― 580 ― 303 ―

20年3月期第1四半期 4,925 9.4 553 16.2 549 15.1 289 26.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 2,799.93 ―

20年3月期第1四半期 2,619.23 ―

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

21年3月期第1四半期 9,153 4,652 47.4 40,361.52
20年3月期 9,260 4,736 48.1 40,960.70

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,342百万円 20年3月期  4,453百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2,000.00 ― 3,000.00 5,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,500.00 ― 2,500.00 4,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 9,425 ― 1,126 ― 1,113 ― 581 ― 5,384.41
通期 18,000 △7.0 1,950 △16.2 1,940 △16.0 960 △17.4 8,829.20

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月18日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。 
２．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当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は本日別途開示する、「第２四半期連結累計期間（連結）および第２四半期累計期間（個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  110,730株 20年3月期  110,730株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,145株 20年3月期  2,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  108,233株 20年3月期第1四半期  109,220株



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１四半期における日本経済は、企業収益の伸び悩みや設備投資の横ばい等、景気回復の減速感が鮮明となる

中、個人消費は原油価格等の高騰による小売価格の上昇等により、依然厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループの主要顧客であるパチンコホール業界においては、昨年度の遊技機規則改正等の影響に伴う営業店舗

数の減少傾向は、やや落ち着きつつあります。また、本年７月の北海道洞爺湖サミット開催に伴い、パチンコホー

ル業界団体の決定により、５月31日から７月21日までの期間中（自粛期間は都道府県単位で決定され、30日間以

上、 長は青森県の52日間）全国のパチンコホールにおける遊技機入替自粛が実施されております。 

 こうした環境下で、当社グループでは、遊技機入替自粛に伴う新台告知広告需要の減少や、中古遊技機流通停滞

による連結業績への影響を 小限にとどめるべく、積極的な営業活動を推進するとともに、ローコストオペレーシ

ョンへと繋がる施策を実施してまいりました。 

 こうした取り組みの結果、当第１四半期の売上高は4,787百万円（前年同期比2.8％減）となったものの、経常利

益は580百万円（同5.6％増）、四半期純利益は303百万円（同4.8％増）となりました。 

 なお、セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

（広告事業） 

 当第１四半期のパチンコホール広告市場は、遊技機入替自粛の影響により、新台入替告知広告需要が大幅に減少

する一方、新台入替以外での集客活動が求められるホール企業のイベント等告知広告需要は増加いたしました。 

 こうした環境下において、当社は、入替自粛期間におけるホール企業の集客支援の提案活動を全社的に展開する

とともに、市場全体で案件数が減少している新規出店告知案件の確実な獲得、業界上位法人の新規獲得等の活動を

積極的に推進してまいりました。また昨今の原油価格高騰による印刷原価の上昇による影響を回避すべく、協力会

社の集約を進める等、ローコストオペレーションへと繋がる施策を実施してまいりました。 

 こうした取り組みの結果、当第１四半期の売上高は4,372百万円（前年同期比4.4％減）、営業利益は599百万円

（同1.2％減）となりました。 

（中古遊技機売買仲介事業） 

 当第１四半期の中古遊技機流通市場は、遊技機入替自粛の影響により、一時的に取引が停滞する傾向が見られた

ものの、一方では遊技機入替コストの削減や低玉貸し営業の定着等の要因によるホール企業の中古遊技機需要は底

堅かったことから、市場全体としては概ね堅調に推移いたしました。 

 こうした環境下において連結子会社の㈱バリュー・クエスト（以下、ＶＱ社）では、社内オペレーションの改善

に努めると同時に、パチンコホールへの訪問営業や、中古遊技機活用セミナーの実施、各種販売促進キャンペーン

など積極的な営業の取り組みを継続的に実施いたしました。さらに顧客の取引サポートや新規顧客開拓のために、

遊技機に関する情報コンテンツ提供を行うとともに、顧客満足度や会員ニーズ把握のためのアンケート調査を行

い、新情報コンテンツ開発や会員への応対方法改善などに活用いたしました。 

 こうした取り組みの結果、当第１四半期の成約台数は49千台（前年同期比16.6％増）となり、売上高は378百万円

（同12.5％増）、営業利益は、のれんの償却額を31百万円計上した結果、82百万円（同51.9％増）となりました。 

（不動産事業） 

 当第１四半期においては、連結子会社の㈱ランドサポート（以下、ＬＳ社）における新たな成約案件はありませ

んでした。その結果、当第１四半期の売上高は36百万円（前年同期比125.0％増）、営業利益は16百万円（前年同期

は４百万円の損失）となりました。  



２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は9,153百万円となり、前連結会計年度末比△107百万円の減少となりました。な

お、当第１四半期における重要な資産の変動はありません。 

 負債合計は4,501百万円となり、前連結会計年度末比△23百万円の減少となりました。これは、運転資金としての

短期借入金が510百万円増加した一方で、前期末において中古遊技機取扱高の大幅増加により、増加していた中古遊

技機売買仲介顧客預り金が△252百万円減少したほか、前期決算に係る法人税等の支払により未払法人税等が△293

百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は4,652百万円となり、前連結会計年度末比△84百万円の減少となりました。これは、四半期純利益

303百万円を計上する一方、前期決算に係る配当金△326百万円及び自己株式の取得△88百万円等があったことによ

るものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益585百万円を計上した一方で、ＶＱ社における

中古遊技機売買仲介顧客預り金が△252百万円減少した他、前期決算に係る法人税等の確定納付が△508百万円発生

したこと等により△208百万円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出△40百万円及び無形固定資産の

取得による支出△28百万円があったこと等により△80百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入による収入が510百万円発生した一方、自己株式の取得

による支出△88百万円及び前期決算に係る期末配当金の支払△289百万円（源泉所得税控除後）があったこと等によ

り106百万円の収入となりました。                

 これらの結果、現金及び現金同等物は当第１四半期において△182百万円減少し、3,824百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年４月18日付当社「平成20年

３月期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の第２四半期連結累計期間（連結）および第２四半期累計

期間（個別）の業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する、「第２四半期連結累計期間（連結）およ

び第２四半期累計期間（個別）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） 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来個別法による原価法によっておりましたが、当第１四

半期連結累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切

り下げの方法）により算定しております。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響はありません。  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,829 4,011

受取手形及び売掛金 2,210 2,059

仕掛品 1 3

その他 146 159

貸倒引当金 △21 △12

流動資産合計 6,166 6,222

固定資産   

有形固定資産 982 978

無形固定資産   

のれん 351 383

その他 339 357

無形固定資産合計 690 740

投資その他の資産 1,314 1,319

固定資産合計 2,987 3,038

資産合計 9,153 9,260

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,288 1,207

短期借入金 960 450

1年内返済予定の長期借入金 108 108

未払法人税等 246 539

中古遊技機売買仲介顧客預り金 1,048 1,300

その他 280 323

流動負債合計 3,932 3,929

固定負債   

長期借入金 553 580

その他 15 15

固定負債合計 568 595

負債合計 4,501 4,524

純資産の部   

株主資本   

資本金 751 751

資本剰余金 1,063 1,063

利益剰余金 2,904 2,927

自己株式 △376 △288

株主資本合計 4,342 4,453

少数株主持分 309 282

純資産合計 4,652 4,736

負債純資産合計 9,153 9,260



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,787

売上原価 3,294

売上総利益 1,493

販売費及び一般管理費 905

営業利益 587

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 0

その他 0

営業外収益合計 2

営業外費用  

支払利息 6

原状回復費用 2

その他 1

営業外費用合計 9

経常利益 580

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6

その他 0

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産除却損 0

固定資産売却損 0

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 585

法人税、住民税及び事業税 224

法人税等調整額 31

法人税等合計 255

少数株主利益 27

四半期純利益 303



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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 585

のれん償却額 31

減価償却費 41

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 6

固定資産除却損 0

固定資産売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） △137

たな卸資産の増減額（△は増加） 2

仕入債務の増減額（△は減少） 80

中古遊技機売買仲介顧客預り金の増減額（△は減
少）

△252

その他 △43

小計 305

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △508

営業活動によるキャッシュ・フロー △208

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 △40

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △28

投資有価証券の取得による支出 △0

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △80

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 510

長期借入金の返済による支出 △26

自己株式の取得による支出 △88

配当金の支払額 △289

財務活動によるキャッシュ・フロー 106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △182

現金及び現金同等物の期首残高 4,006

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,824



（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

    当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

（注）１．事業区分の方法 

 事業はサービスの種類を考慮して区分しております。なお、不動産事業（前同一四半期連結累計期間におけ

る「その他事業」と同一）については重要性が増したため、前中間連結会計期間より独立掲記しております。

２．各区分に属する主要なサービス 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

海外売上がないため、該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
広告事業 
（百万円） 

中古遊技機
売買仲介 
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（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 
4,372 378 36 － 4,787 － 4,787 

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 4,372 378 36 － 4,787 － 4,787 

営業利益 599 82 16 △0 697 △109 587 

事業区分 主要なサービス 

 広告事業 パチンコホール向け広告の企画、制作 

 中古遊技機売買仲介事業 インターネットを利用した、中古パチンコ、パチスロ機の売買仲介 

 不動産事業 パチンコホール向け不動産の賃貸、仲介 

その他事業 インドアゴルフ施設の運営 



６．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

該当事項はありません。 

(2)受注状況 

当社グループの商品・サービスは、受注から納品までの期間がきわめて短いため、記載を省略しております。 

(3)販売実績 

当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（百万円） 

広告事業  

  折込広告 3,099 

  販促物 829 

  媒体 201 

  その他 241 

広告事業計 4,372 

中古遊技機売買仲介事業 378 

不動産事業 36 

その他事業 － 

合計 4,787 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

    前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日）            （単位：百万円） 

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

  前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 海外売上がないため、該当事項はありません。 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 4,925 

Ⅱ 売上原価 3,476 

売上総利益 1,448 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 895 

営業利益 553 

Ⅳ 営業外収益 1 

Ⅴ 営業外費用 6 

経常利益 549 

Ⅵ 特別利益 0 

Ⅶ 特別損失 1 

税金等調整前四半期純利益 548 

法人税、住民税及び事業税 218 

法人税等調整額 19 

少数株主利益 20 

四半期純利益 289 

  広告事業 
中古遊技機売買
仲介事業 

その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 4,573 336 16 4,925 － 4,925 

営業費用 3,966 281 20 4,268 103 4,372 

営業利益 606 54 △4 656 △103 553 
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