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(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

 
    平成20年２月20日発表の業績予想に変更はありません。 
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１. 平成20年12月期第３四半期の連結業績(平成20年１月１日～平成20年９月30日）

 (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 ％

20年12月期第３四半期 1,903 △3.4 86 △17.0 87 28.3 57 －
19年12月期第３四半期 1,970 － 103 － 68 － △10 －

(参考)19年12月期 2,742 － 181 － 138 － 16 －

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３四半期 4,116 43 － －
19年12月期第３四半期 △775 97 － －

(参考)19年12月期 1,204 43 － －

 (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３四半期 1,668 564 33.3 40,090 47
19年12月期第３四半期 1,462 475 32.1 33,833 50

(参考)19年12月期 1,471 506 33.9 35,974 04

 (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

20年12月期第３四半期 184 △104 84 891

19年12月期第３四半期 38 329 △444 642

(参考)19年12月期 135 324 △452 727

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

19年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ― 0 00

20年12月期(実績) ― ― ― ― ― ― ― ―
   0   00

20年12月期(予想) ― ― ― ― ― ― ― ―

３. 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）

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 2,500 △8.8
30

～ 130
－

30
～ 130

－
10

～ 110
－

  720
～7,926

56
21
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(参考） 個別業績の概要 

 
(％表示は対前年同四半期増減率)

 
  

 
  

 

 
  

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

 
  平成20年２月20日発表の業績予想に変更はありません。 

  

  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、現時点で入手可能な情報に基づき判断し
た見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により、予想数値
とは異なる場合があります。 

  
  
  

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）

： 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)  近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

１. 平成20年12月期第３四半期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日）

 (1) 個別経営成績

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３四半期 754 △12.9 △6 － 8 △90.5 20 －
19年12月期第３四半期 867 － 80 － 88 － △85 －

(参考)19年12月期 1,179 － 117 － 135 － △66 －

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３四半期 1,481 90 － －
19年12月期第３四半期 △6,158 97 － －

(参考)19年12月期 △4,787 06 － －

 (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３四半期 1,212 466 37.8 33,055 00
19年12月期第３四半期 1,070 425 39.1 30,201 20

(参考)19年12月期 1,041 445 42.1 31,573 10

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）

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 1,050△11.0
10

～ 110
－

10
～ 110

－
10

～ 110
－

  720
～7,926

56
21

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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１. 連結経営成績に関する定性的情報 
  当社の事業領域であるインターネットビジネスは、引き続き堅調に成長し社会的にも影響力を有する市場
として定着しつつあります。またインターネット人口普及率は6割を超え、このことからも日常に欠かせな
いメディアとして確立していると思われます。 
 このような環境のもと、当四半期においては低価格で提供できるパッケージ商品の販売及び投稿監視業務
を中核とし、企業収益の改善を図ってまいりました。パッケージ商品である内定者フォローSNS「フレッシ
ャーズ」につきましては、利用内定者数が2万人を突破し、総務省が指標を公表し安全・信頼性の情報開示
基準を満たしているサービスに与えられる「ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定」も取得しており
ます。学校裏サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービス「スクールガーディアン」においては、
大学受験・予備校掲示板|「ミルクカフェ」と問題投稿の削除などに関して連携、協力をするなど、より健
全コミュニティを強固なものにするべく尽力しております。それに付随してフィルタリンク規制に関するセ
ミナー、学校裏サイト対策・ネットいじめ防止対策セミナーなども意欲的に開催しております。一方、ブロ
グ・SNS・掲示板などの24時間投稿監視につきましては、インターネット社会を取り巻く環境において、情
報リテラシーと言われる情報の取り扱いに対する関心の高まりを受け、監視要員の増員とともに、休日・夜
間の掲示板監視を代行する「コミュニティパトロール・ホリデイ」の提供を開始するなど、一層比重を置い
て取り組んでおります。  
 この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、ランニング売上の件数は増加しているものの大型受託
開発案件が減少し、1,903,148千円（前年同期比△3.4％減)、営業利益は、86,029千円(前年同期比△17.0％
減)となりました。経常利益については、持分法適用関連会社APE Inc.が前期において持分法適用除外にな
ったことから、投資損失の取込による影響が無くなり、87,854千円(前年同期比28.3％増)の利益となりまし
た。四半期純利益については、関係会社株式の売却益及びソフトウェア売却益等の特別利益の計上、子会社
のトゥギャザー㈱におけるネットカフェ店舗の撤退に伴う事業撤退損失14,717千円の特別損失計上があり
57,127千円の利益となりました。 
  
２. 連結財政状態に関する定性的情報 
 当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ197,822千円(前期末比13.4％増)増加し
1,668,953千円となりました。主な増減は、流動資産では現金及び預金の増加206,966千円であります。また
負債については、新規借入金の増加等により140,660千円増加し1,104,822千円(前期末比14.6％増）となり
ました。純資産は、利益剰余金等が増加し564,131千円となりました。 
 また、当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、891,381千円とな
り、前連結会計年度に比べ164,326千円の増加となりました。 
 当第３四半期末における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動の結果得られた資金は、184,004千円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半 
 期純利益が87,736千円となったほか、売上債権の減少額34,074千円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） 
  投資活動の結果使用した資金は、104,101千円となりました。この主な要因は、ソフトウェアの 
 購入による支出53,011千円及び定期預金の預入による支出70,239千円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） 
  財務活動の結果得られた資金は、84,424千円となりました。この主な要因は、長期借入金の借入 
 による収入230,000千円及び短期借入金の増減額80,000千円、社債の償還による支出149,500千円に 
 よるものであります。 
  
３. 連結業績予想に関する定性的情報 
   当第３四半期は当初の計画通り推移しており、平成20年12月期の連結業績見通しにつきましては、平成
20年２月20日発表の業績予想に変更はありません。 
  
４．その他 
（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を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 
 法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。 
  
（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。 

【定性的情報・財務諸表等】
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                                                   （単位：千円） 

 
  

５．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

科  目
注記

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

（参 考） 

(平成19年12月期)

番号 金額 金額 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １. 現金及び預金 670,982 966,406 759,439

 ２. 受取手形及び売掛金 313,628 312,510 346,584

 ３. たな卸資産 64,556 40,234 29,163

 ４. 繰延税金資産 25,702 30,169 28,601

 ５. その他 19,699 32,288 17,675

   貸倒引当金 △2,276 △1,391 △2,894

   流動資産合計 1,092,293 1,380,217 1,178,570

Ⅱ 固定資産

 １. 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 22,270 17,451 16,354

  (2) 工具器具及び備品 40,945 25,505 30,910

  (3) 土地 51 ― ―

   有形固定資産合計 63,267 42,957 47,264

 ２. 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 45,768 54,261 13,884

  (2) のれん 136,430 76,760 124,513

  (3) その他 145 145 145

   無形固定資産合計 182,345 131,167 138,543

 ３. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 13,645 8,513 8,524

  (2) 敷金保証金 80,361 79,199 80,375

  (3) 繰延税金資産 ― 8,114 7,604

  (4) その他 30,208 22,384 14,857

    貸倒引当金 △4 △3,601 △4,609

   投資その他の資産合計 124,211 114,610 106,752

   固定資産合計 369,824 288,735 292,560

   資産合計 1,462,117 1,668,953 1,471,131
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                                                   (単位：千円) 

 
  

科  目
注記

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

（参 考） 

(平成19年12月期)

番号 金額 金額 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １. 支払手形及び買掛金 137,405 150,532 140,890

 ２. 短期借入金 10,500 100,000 20,000

 ３. 一年内返済予定の長期借入金 92,727 136,890 91,056

 ４. 一年内償還予定の社債 159,100 222,500 149,500

 ５. 預り金 94,742 40,292 46,520

 ６. 未払法人税等 4,004 34,899 11,931

 ７. その他 149,249 201,572 171,717

   流動負債合計 647,729 886,687 631,616

Ⅱ 固定負債

 １. 社債 290,000 67,500 290,000

 ２. 長期借入金 48,630 150,635 42,545

   固定負債合計 338,630 218,135 332,545

   負債合計 986,359 1,104,822 964,161

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １. 資本金 738,975 438,171 738,975

 ２. 資本剰余金 561,042 184,989 561,042

 ３. 利益剰余金 △830,782 △66,785 △800,769

   株主資本合計 469,235 556,375 499,247

Ⅱ 評価・換算差額等

 為替換算調整勘定 306 ― ―

   評価・換算差額等合計 306 ― ―

Ⅲ 新株予約権 6,217 7,755 7,721

   純資産合計 475,758 564,131 506,969

   負債純資産合計 1,462,117 1,668,953 1,471,131
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                                                   (単位：千円) 

 
  

(2) 四半期連結損益計算書

科  目
注記

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

（参 考） 

(平成19年12月期)

番号 金額 金額 金額

Ⅰ 売上高 1,970,916 1,903,148 2,742,334

Ⅱ 売上原価 1,255,778 1,220,638 1,736,198

   売上総利益 715,138 682,510 1,006,136

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 611,466 596,481 824,630

   営業利益 103,672 86,029 181,506

Ⅳ 営業外収益 7,922 9,594 13,075

 １. 受取利息 1,320 2,086 1,399

 ２. 賃貸収入 1,613 2,536 1,613

 ３. 雑収入 4,154 4,151 9,230

 ４. その他 833 820 832

Ⅴ 営業外費用 43,098 7,769 55,621

 １. 支払利息 7,958 5,503 10,109

 ２. 持分法による投資損失 30,959 ― 37,086

 ３. 雑損失 ― 945 ―

 ４．公開関連費 402 ― ―

 ５. 支払保証料 ― 919 ―

 ６. その他 3,777 402 8,424

   経常利益 68,496 87,854 138,960

Ⅵ 特別利益 23,333 29,031 14,056

 １.  貸倒引当金戻入益 1,333 1,510 ―

 ２. 固定資産売却益 ※３ 21,999 8,571 14,056

 ３. 関係会社株式売却益 ― 10,600 ―

 ４. 新株予約権戻入益 ― 8,157 ―

 ５. その他 ― 191 ―

Ⅶ 特別損失 108,996 29,148 128,468

 １. 賠償金 30,000 ― 32,625

 ２. ゲーム事業撤退損失 ※４ ― ― 65,381

 ３. 子会社整理損失 7,172 ― ―

 ４. 事業整理損失 ※２ 6,937 14,717 ―

 ５. 移転費用 5,910 ― 5,910

 ６. 持分法による投資損失 51,544 ― ―

 ７. 投資有価証券評価損 ― 10 1,489

 ８. 固定資産除却損 ― 20 23,061

 ９. 減損損失 ※５ ― 14,400 ―

 10. その他 7,430 ― ―

   税金等調整前 

   第３四半期(当期)純利益 

      又は純損失(△)

△17,166 87,736 24,549

   法人税、住民税 

   及び事業税
3,016 32,687 10,353

   法人税等調整額 △9,414 △2,078 △2,519

   第３四半期(当期)純利益 

      又は純損失(△)
△10,768 57,127 16,715

－6－

㈱ガイアックス(3775)平成20年12月期　第３四半期財務・業績の概況



前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日)         （単位：千円) 

 
  

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日)            (単位：千円) 

 
  

(参考)(平成19年12月期)                           (単位：千円) 

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本
評価・換算 

差額等

新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本 

合計

為替換算 

調整勘定

平成18年12月31日残高 738,975 561,042 △820,013 480,004 9,282 2,105 491,392

当四半期中の変動額

 四半期純損失 △10,768 △10,768 △10,768

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額(純額)
△8,976 4,111 △4,865

当四半期中の変動額合計 ー ー △10,768 △10,768 △8,976 4,111 △15,634

平成19年９月30日残高 738,975 561,042 △830,782 469,235 306 6,217 475,758

株主資本
評価・換算 

差額等

新株予約権 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

平成19年12月31日残高 738,975 561,042 △800,769 499,247 ー 7,721 506,969

当四半期中の変動額

 欠損補填による減資 △300,803 300,803 － －

 欠損補填による 

 資本準備金の取崩
△376,052 376,052 － －

 四半期純利益 57,127 57,127 57,127

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額(純額)
34 34

当四半期中の変動額合計 △300,803 △376,052 733,982 57,127 34 57,161

平成20年９月30日残高 438,171 184,989 △66,785 556,375 ー 7,755 564,131

株主資本
評価・換算 

差額等

新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本 

合計

為替換算 

調整勘定

平成18年12月31日残高 738,975 561,042 △820,013 480,004 9,282 2,105 491,392

連結会計年度中の変動額

 当期純利益 16,715 16,715 16,715

 連結除外に伴う剰余金増加高 2,528 2,528 2,528

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
△9,282 5,615 △3,666

連結会計年度中の変動額合計 ー ー 19,243 19,243 △9,282 5,615 15,576

平成19年12月31日残高 738,975 561,042 △800,769 499,247 ー 7,721 506,969
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                                     (単位：千円) 

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

(平成19年12月期第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期第３四半期)

（参 考）

(平成19年12月期)

区分 金額 金額 金額

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(当期)純利益 

   又は純損失(△)
△17,166 87,736 24,549

   減価償却費 33,803 27,309 45,316

      のれんの償却 37,652 33,352 49,570

      株式報酬費用 4,111 8,191 5,615

      投資有価証券評価損 ― 10 1,489

      長期前払費用の減少額 4,168 830 4,241

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,333 △2,510 3,891

   受取利息及び受取配当金 △1,352 △2,118 △1,431

   支払利息 7,958 5,503 10,109

   固定資産売却益 △21,999 △8,571 △14,056

   固定資産除却損 ― 20 23,061

   持分法による投資損失 82,503 ― 37,086

   事業整理損失 6,937 ― ―

   子会社整理損失 5,948 ― ―

   減損損失 ― 14,400 ―

   ゲーム事業撤退損失 ― ― 64,157

   売上債権の減少額 68,127 34,074 35,171

   前渡金の増加額 ― △8,057 △34,680

   営業保証金の返還による収入 ― 8,850 △8,300

   たな卸資産の増減額(△は増加) 20,093 △11,071 55,486

   仕入債務の増減額(△は減少) △8,515 9,641 △5,030

   未払金の増減額(△は減少) ― 7,119 △81,641

   預り金の減少額 ― △6,227 △118,913

   未払消費税等の増減額(△は減少) 6,282 △17,652 14,598

   その他 △177,296 25,719 39,862

    小計 49,924 206,551 150,153

   利息及び配当金の受取額 832 1,500 904

   利息の支払額 △6,746 △7,678 △9,827

   法人税等の支払額 △5,447 △16,368 △5,447

  営業活動によるキャッシュ・フロー 38,563 184,004 135,783

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金預入による支出 △19,603 △70,239 △33,203

   定期預金払戻による収入 11,800 19,800 21,800

   事業譲渡による収入 268,000 ― 268,000

   有形固定資産の取得による支出 △14,606 △12,560 △26,349

   有形固定資産の売却による収入 42,406 130 42,992

   無形固定資産の取得による支出 △4,837 △53,011 △7,363

   無形固定資産の売却による収入 15,200 ― 15,200

   関係会社株式の売却による収入 ― 19,600 ―

   投資有価証券の取得による支出 ― △50,564 ―

   投資有価証券の売却による収入 10,000 50,755 10,000

   短期貸付金の増減額(△は増加) △231 488 △115

   長期貸付けによる支出 △4,485 △2,200 △8,055

   長期貸付金の回収による収入 37,708 2,373 38,367

   保証金の返還による収入 954 30,796 8,277

   保証金の差入による支出 △13,051 △39,469 △4,801

  投資活動によるキャッシュ・フロー 329,255 △104,101 324,749
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前年同四半期 

(平成19年12月期第３四半期)

当四半期 

(平成20年12月期第３四半期)

（参 考） 

(平成19年12月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額(△は減少) △174,502 80,000 △165,002

   長期借入による収入 ― 230,000 20,000

   長期借入金の返済による支出 △82,638 △76,076 △110,394

   社債の償還による支出 △187,100 △149,500 △196,700

  財務活動によるキャッシュ・フロー △444,240 84,424 △452,096

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,307 ― △7,307

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △83,727 164,326 1,129

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 725,924 727,054 725,924

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
642,196 891,381 727,054
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(5)その他の注記事項

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前年同四半期

(平成19年12月期第３四半期)
当四半期

(平成20年12月期第３四半期)
（参考）

平成19年12月期

１ 連結の範囲
に関する事
項

子会社についてはすべて連結
しております。 
連結子会社の数……３社 
連結子会社の名称 
 ㈱電縁 
 ㈱GT-Agency 
 トゥギャザー㈱ 

子会社についてはすべて連結
しております。  
連結子会社の数……３社  
連結子会社の名称  
 ㈱電縁  
 ㈱GT-Agency  
 トゥギャザー㈱ 

子会社についてはすべて連結
しております。 
連結子会社の数……３社 
連結子会社の名称 
 ㈱電縁 
 ㈱GT-Agency 
 トゥギャザー㈱ 

な お、GaiaxKorea  Co.,Ltd.
は当連結会計年度の6月にお
いて清算が結了したため、連
結の範囲から除外しておりま
すが、清算結了日までの損益
取引及び資金取引は連結して
おります。

なお、GaiaX Korea Co.,Ltd.
は当連結会計年度中の６月に
おいて清算が結了したため、
連結の範囲から除外しており
ますが、清算結了日までの損
益取引及び資金取引は連結し
ております。

２ 持分法の適
用に関する
事項

(1)持分法適用
の関連会社
数

持分法適用の関連会社数 
          1社 
関連会社名  
 APE Inc.

 ───────── 持分法適用の関連会社数
         ０社

なお、当連結会計年度におい
てAPE Inc.は、Asia Pacific 
Online Service Co.,Incとの 
合併により持分法適用の範囲
から除いておりますが、合併
までの損益は持分法を適用し
ております。

(2)持分法を適
用しない関
連会社数

持分法を適用しない関連会社
数 １社  
持分法非適用会社名  
㈱バイリンガルパートナーズ 

持分法を適用しない関連会社
数 １社  
持分法非適用会社名  
㈱バイリンガルパートナーズ 

持分法を適用しない関連会社
数 １社 
持分法非適用会社名 
㈱バイリンガルパートナーズ 
 

 持分法を適用していない関
連会社(㈱バイリンガルパー
トナーズ)は、第３四半期純
損益(持分に見合う額)及び利
益剰余金(持分に見合う額)等
からみて、持分法の対象から
除いても連結財務諸表に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないた
め持分法の適用範囲から除外
しております。

㈱バイリンガルパートナー
ズ)については、第３四半期
純損益(持分に見合う額)及び
利益剰余金等(持分に見合う
額)に及ぼす影響が軽微であ
るため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。 
 ㈱メールdeギフトについて
は、平成20年７月31日に保有
株式全部を売却いたしまし
た。

当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金等(持分に
見合う額)に及ぼす影響が軽微
であるため、持分法の適用範
囲から除外しております。

３ 連結子会社
の第３四半
期 決 算 日
(決算日)に
関する事項

 連結子会社の第３四半期決
算日は９月30日であり連結決
算日と一致しております。

同左 連結子会社の決算日は12月
31日であり連結決算日と一致
しております。 
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項目
前年同四半期

(平成19年12月期第３四半期)
当四半期

(平成20年12月期第３四半期)
（参考）

平成19年12月期

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たな卸資産  
 仕掛品  
  個別法による原価法

①たな卸資産
   同左

①たな卸資産  
   同左

 

 

 

 

②有価証券 
 その他の有価証券 
(イ)時価のあるもの 
   ───────  
 

②有価証券 
その他の有価証券 
(イ)時価のあるもの  
    ───────   
 
 

②有価証券  
その他の有価証券 
(イ)時価のあるもの  
   ─────── 
 

(ロ)時価のないもの  
 移動平均法による原価法  
 

(ロ)時価のないもの 
    同左 
 

(ロ)時価のないもの 
    同左 
 

(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  
(イ)平成19年３月31日以前に 
 取得したもの 
  旧定率法によっておりま 
  す。 
(ロ)平成19年４月１日以降に 
 取得したもの 
 定率法によっております。 
  なお、主な耐用年数は次  
 の通りであります。 
 建物     ８～47年 
 工具器具及び備品４～15年 
 
 

①有形固定資産
主として定率法 
 なお、主な耐用年数は次の
通りであります。 
建物       ８～15年 
工具器具及び備品 ４～15年

①有形固定資産  
(イ）平成19年３月31日以前
に取得したもの 
旧定率法によっております。  

（ロ)平成19年４月１日以降に
 取得したもの 
 定率法によっております。 
 なお、主な耐用年数は次の 
 とおりであります。 
 建物       ８～47年 
 工具器具及び備品 ４～15年

(追加情報)
 法人税の改正に伴い、当連
結会計期間から、平成19年３
月31日以前に取得したものに
ついては、償却可能限度額ま
で償却が終了した翌年から５
年間で均等償却する方法によ
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 
ソフトウェア(自社利用分) 
社内における利用可能期間に
基づく定額法によっておりま
す。 
 

②無形固定資産
ソフトウェア(自社利用分) 
     同左 
 
 
 

②無形固定資産  
ソフトウェア(自社利用分)  
     同左 
 
 
 

ソフトウェア(市場販売目的)
残存有効期間( 長３年）に
基づく定額法によっておりま
す。

ソフトウェア(市場販売目的) 
     同左

ソフトウェア(市場販売目的) 
     同左

(3)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勘案
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 
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項目
前年同四半期

(平成19年12月期第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期) 

 

（参考）
平成19年12月期

(4)重要な外貨建
ての資産及び負
債の本邦通貨へ
の換算基準  
 

 外貨建金銭債権債務は、
第３四半期決算日の直物為
替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として
処理しております。なお、
存外子会社等の資産及び負
債は、第３四半期連結決算
日の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は純資
産の部における為替換算調
整勘定に含めて計上してお
ります。  
 

外貨建金銭債権債務は、
第３四半期決算日の直物為
替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として
処理しております。 

外貨建金銭債権債務は、
決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しており
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)その他四半

期連結財務

諸表作成の

ための重要

な事項  

 

①消費税等の会計処理 
 消費税の会計処理は税抜
方式によっており、仮受消
費税と仮払消費税は相殺の
上、未払消費税として表示
しております。

①消費税等の会計処理 
     同左 

①消費税等の会計処理 
     同左

５ 四半期連結
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
可能な預金および容易に換
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。

     同左      同左
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（表示方法の変更） 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前年同四半期
 (平成19年12月期第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

（参考）
平成19年12月期

(有形固定資産の減価償却の方法）  

 当社及び国内子会社は、当連結会

計年度より、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

後の法人税法に基く方法に変更して

おります。  

 これによる損益への影響は軽微で

あります。

   ────────── (有形固定資産の減価償却の方法）  

 当社及び国内子会社は、当連結会計

年度より、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

基く方法に変更しております。  

 これによる損益への影響は軽微であ

ります。

前年同四半期
(平成19年12月期第３四半期)

当四半期 
(平成20年12月期第３四半期)

────────── (連結損益計算書）  

前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりま

した営業外費用の「公開関連費」は、重要性が減少した

ため、当第３四半期連結会計期間は、「その他」に含め

て表示しております。なお、当第３四半期連結会計期間

の「公開関連費」は402千円であります。 
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 （四半期連結貸借対照表関係） 

 
  

 （四半期連結損益計算書関係） 

 
  

前年同四半期 
(平成19年12月期第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

(参考) 
平成19年12月期

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

           105,089千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

            69,758千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

             55,640千円

前年同四半期
(平成19年12月期第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

（参考）
平成19年12月期

 

※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通り

であります。

役員報酬 70,613千円

給与及び手当 206,352千円

地代家賃 64,076千円
 

※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通り

であります 

役員報酬 73,467千円

給与及び手当 229,455千円
 

※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通りであ

ります。

役員報酬 93,662千円

給与及び手当 280,449千円

※２  ────────── ※２ 事業整理損失14,717千円は、

連結子会社での店舗撤退等に伴

い発生した費用であります。

※２  ──────────

※３ 固定資産売却益の内容は、次 

  のとおりであります。  

建物及び土地 21,999千円

※３ 固定資産売却益の内容は、次 

  のとおりであります。

ソフトウェア 8,571千円

※３ 固定資産売却益の内容は、次の

とおりであります。  

建物及び土地 14,056千円

※４   ──────────

 
※４ ──────────

 
※４ ゲーム事業撤退損失の内訳

ゲーム事業整理損失 6,937千円

子会社清算損失 7,172千円

持分法による投資損失 51,270千円

計 65,381千円
なお、持分法による投資損失は、オ
ンラインゲーム事業を行っていた関連
会社APE Inc.において、親会社との
合併に伴う事業計画の見直しにより計
上された減損損失等の持分相当額であ
ります。

※５ ──────────

 

※５ 減損損失 

 当社グループは、以下の資産グル
ープについて減損損失を計上しまし
た。 

用途 種類 場所
金額
(千円)

遊休 のれん 本社 14,400

(経緯) 
 上記のれんについては、コミュニ
ティ事業用として取得しましたが、
需要の落ち込み等により現在は遊休
資産となっております。今後も将来
の収益性が見込まれないため減損損
失を認識いたしました。  
(グルーピングの方法）  
 事業の種類別を基準にグルーピン
グを行っております。将来の使用が  
見込まれていない遊休資産について  
は個別にグルーピングを行っており  
ます。  
(回収可能価額の算定方法等）  
 正味売却価額

※５ ──────────
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 前年同四半期（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 

  １ 発行済株式に関する事項 

 
  

  ２ 自己株式に関する事項 

     該当事項はございません。 

  

  ３ 新株予約権等に関する事項 

 
（注）目的となる株式の数は、記載を省略しております。 

  

  ４ 配当に関する事項 

     該当事項はございません。 

  

 当四半期（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

  １ 発行済株式に関する事項 

 
  

  ２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はございません。 

  

  ３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,878 ― ― 13,878

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末
平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 6,217

合計 ― ― ― ― 6,217

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,878 ― ― 13,878

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― ― ― ― 1,546

平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― ― ― ― 100

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― ― ― ― 4,160

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― ― ― ― 1,946

合計 ― ― ― ― 7,755
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  ４ 配当に関する事項 

    該当事項はございません。 

  

 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） 

  １ 発行済株式に関する事項 

 
  

  ２ 自己株式に関する事項 

     該当事項はございません。 

  

  ３ 新株予約権に関する事項 

 
 （注）目的となる株式の数は、記載を省略しております。 

  

   ４ 配当に関する事項 

      該当事項はございません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,878 ― ― 13,878

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 7,159

平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 562

合計 ― ― ― ― 7,721

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前年同四半期
(平成19年12月期第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

(参考)
平成19年12月期

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結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 670,982千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△28,786千円

現金及び現金同等物 642,196千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 966,406千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△75,025千円

現金及び現金同等物 891,381千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結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12月31日現在)

現金及び預金勘定 759,439千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△32,385千円

現金及び現金同等物 727,054千円

－16－

㈱ガイアックス(3775)平成20年12月期　第３四半期財務・業績の概況



 
(注)算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  

２． １株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額 

 
  

(１株当たり情報)

前年同四半期 
(平成19年12月期第３四半期）

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

(参考)
(平成19年12月期)

１株当たり純資産額  33,833.50円 １株当たり純資産額  40,090.47円 １株当たり純資産額   35,974.04円

１株当たり当期純損失金額 
            △775.97円

１株当たり当期純利益金額
            4,116.43円

１株当たり当期純利益金額 
            1,204.43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

式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりませ

ん。

 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、希薄化

効果を有している潜在株式がないた

め記載しておりません。

 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、希薄化

効果を有している潜在株式がないた

め記載しておりません。

項目
前年同四半期
(平成19年12月期
第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期 
第３四半期)

(参考)
(平成19年12月期)

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額(千円)

475,758 564,131 506,969

普通株式に係る純資産額(千円) 469,541 556,375 499,247

差額の主な内訳(千円)
 新株予約権

6,217 7,755 7,721

普通株式の発行済株式数(株) 13,878 13,878 13,878

普通株式の自己株式数(株) ─ ─ ─

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数(株)
13,878 13,878 13,878

項目
前年同四半期

（平成19年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年12月期 
第３四半期）

(参考)
(平成19年12月期)

1株当たり第３四半期(当期)純利
益金額又は純損失金額(千円)

△10,768 57,127 16,715

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)純利益金額又は純損失金額
(千円)

△10,768 57,127 16,715

期中平均株式数(株) 13,878 13,878 13,878

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

新株引受権２種類(新株
引受権の目的となる株
式の数349株)及び新株
予約権６種類(新株予約
権の数1,630個）。

新株引受権１種類(新株
引受権の目的となる株
式の数70株)及び新株予
約権８種類(新株予約権
の数1,206個）。

新株引受権２種類(新株
引受権の目的となる株
式の数332株)及び新株
予約権６種類(新株予約
権の数1,564個）。
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                                                     (単位：千円) 

６ 四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表

科  目
注記

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

（参 考） 

(平成19年12月期)

番号 金額 金額 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 412,757 619,077 439,356

 ２．受取手形 701 3,087 875

 ３．売掛金 139,334 117,378 131,568

 ４. 仕掛品 12,940 7,062 14,039

 ５．前払費用 6,512 8,678 5,875

 ６．関係会社貸付金 42,525 43,194 42,847

 ７．短期貸付金 1,216 302 790

 ８．未収入金 859 3,856 5,431

 ９．繰延税金資産 24,861 27,396 27,396

 10. その他 4,171 14,574 9,429

   貸倒引当金 △481 △57 △482

   流動資産合計 645,399 844,550 677,130

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産 ※１

  (1) 建物 6,841 5,825 6,554

  (2) 工具器具及び備品 39,137 22,663 29,260

   有形固定資産合計 45,978 28,489 35,815

 ２．無形固定資産

  (1) ソフトウェア 45,132 53,941 13,346

  (2) のれん 21,600 ― 19,200

    無形固定資産合計 66,732 53,941 32,546

 ３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 2,894 8,513 1,404

  (2) 関係会社株式 115,339 101,901 109,021

  (3) 保証金 34,265 33,929 34,279

  (4) 関係会社長期貸付金 158,849 136,696 148,023

  (5) 長期貸付金 1,538 4,216 3,659

  (6) 長期前払費用 137 67 114

    貸倒引当金 △417 △56 △394

   投資その他の資産合計 312,607 285,269 296,108

   固定資産合計 425,318 367,700 364,470

   資産合計 1,070,717 1,212,251 1,041,600
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                                                     (単位：千円) 

 
  

科  目
注記

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

（参 考） 

(平成19年12月期)

番号 金額 金額 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．買掛金 35,450 22,686 33,792

 ２．短期借入金 ― 100,000 ―

 ３．一年以内返済予定の長期借入金 52,467 81,350 44,136

 ４．一年以内償還予定の社債 137,500 222,500 137,500

 ５．未払金 9,688 17,416 13,759

 ６. 未払費用 38,311 41,997 41,104

 ７．未払法人税等 3,100 3,930 4,264

 ８．未払消費税 10,208 5,362 12,206

 ９．前受金 3,014 51,595 12,790

 10. 預り金 70,425 18,019 19,653

 11. その他 453 ― ―

   流動負債合計 360,618 564,858 319,207

Ⅱ 固定負債

 １．社債 270,000 47,500 270,000

 ２．長期借入金 14,750 133,400 6,500

   固定負債合計 284,750 180,900 276,500

   負債合計 645,368 745,758 595,707

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 738,975 438,171 738,975

 ２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 376,052 ― 376,052

   資本剰余金合計 376,052 ― 376,052

 ３．利益剰余金

 （1）その他利益剰余金

   繰越利益剰余金 △695,895 20,565 △676,856

   利益剰余金合計 △695,895 20,565 △676,856

  株主資本合計 419,132 458,737 438,171

Ⅱ 新株予約権 6,217 7,755 7,721

   純資産合計 425,349 466,492 445,892

   負債純資産合計 1,070,717 1,212,251 1,041,600

－19－

㈱ガイアックス(3775)平成20年12月期　第３四半期財務・業績の概況



                                                     (単位：千円) 

 
  

（２）四半期損益計算書

科  目
注記

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

（参 考） 

 (平成19年12月期)

番号 金額 金額 金額

Ⅰ 売上高 867,084 754,800 1,179,827

Ⅱ 売上原価 422,649 355,254 578,223

   売上総利益 444,434 399,545 601,604

Ⅲ 販売費及び一般管理費 363,673 406,263 483,836

   営業利益又は営業損失(△) 80,761 △6,717 117,768

Ⅳ 営業外収益 16,739 19,551 27,846

 １．受取利息 5,162 5,391 6,719

 ２．経営管理料 8,000 9,850 10,400

 ３．雑収入 ― 4,261 10,705

 ４．その他 3,576 48 21

Ⅴ 営業外費用 8,531 4,423 10,155

 １．支払利息 1,748 405 2,000

 ２．社債利息 2,909 2,740 3,959

 ３．公開関連費 402 ― 402

 ４．支払保証料 1,347 875 1,681

 ５．その他 2,122 402 2,112

   経常利益 88,969 8,410 135,458

Ⅵ 特別利益 611 28,283 623

 １． 貸倒引当金戻入益 611 763 623

 ２． 株式売却益 ― 10,791 ―

 ３． 固定資産売却益 ― 8,571 ―

 ４． 新株予約権戻入益 ― 8,157 ―

Ⅶ 特別損失 172,941 14,410 202,366

 １．賠償金 30,000 ― 32,625

 ２．子会社整理損失 35,565 ― ―

 ３．事業整理損失 6,937 ― ―

 ４．ゲーム事業撤退損失 ― ― 149,260

 ５．固定資産除却損 ― 18,991

 ６．投資有価証券評価損 ― 10 1,489

 ７．関係会社株式評価損 100,439 ― ―

 ８．減損損失 ※１ ― 14,400 ―

 税引前四半期（当期）純利益 

 又は損失(△)
△83,360 22,283 △66,284

   法人税、住民税 

   及び事業税
2,113 1,717 2,685

   法人税等調整額 ― ― △2,534

   第３四半期(当期)純利益 

      又は損失(△)
△85,474 20,565 △66,434
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    前年同四半期（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日）           (単位:千円)  

 
  

     当四半期（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日）         (単位:千円) 

 
  

    前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日）        (単位:千円) 

 
  

（３）四半期株主資本等変動計算書

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金 

合計

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 738,975 376,052 376,052 △610,421 504,606 2,105 506,712

当四半期中の変動額

 四半期純損失 △85,474 △85,474 △85,474

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額)

4,111 4,111

当四半期中の変動額合計 ― ― ― △85,474 △85,474 4,111 △81,363

平成19年９月30日残高 738,975 376,052 376,052 △695,895 419,132 6,217 425,349

株主資本
評価・換算 

差額等

新株予約権 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

資本準備金
資本剰余金 

合計

その他 

利益剰余金

繰越 

利益剰余金

平成19年12月31日残高 738,975 376,052 376,052 △676,856 438,171 ― 7,721 445,892

当四半期中の変動額

 欠損填補による減資 △300,803 300,803 ― ―

 欠損填補による 
 資本準備金の取崩

△376,052 △376,052 376,052 ― ―

 四半期純利益 20,565 20,565 20,565

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額 
 (純額)

― 34 34

当四半期中の変動額合計 △300,803 △376,052 △376,052 20,565 20,565 ― 34 20,599

平成20年９月30日残高 438,171 ― ― 20,565 458,737 ― 7,755 466,492

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金 

合計

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 738,975 376,052 376,052 △610,421 504,606 2,105 506,712

事業年度中の変動額

 当期純損失 △66,434 △66,434 △66,434

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

5,615 5,615

事業年度中の変動額合計 ― ― ― △66,434 △66,434 5,615 △60,819

平成19年12月31日残高 738,975 376,052 376,052 △676,856 438,171 7,721 445,892
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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 

（４）注記事項

項目
前年同四半期

(平成19年12月期第３四半期）
当四半期

(平成20年12月期第３四半期）
（参考）

平成19年12月期

１ 有価証券

の評価基

準及び評

価方法

①子会社株式及び関連会社株

式

 移動平均法に基づく原価

法

①子会社株式及び関連会社株

式 

     同左

①子会社株式及び関連会社株

式

同左

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

②その他有価証券 

時価のないもの  

     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

仕掛品 

 個別法による原価法

仕掛品 

     同左

仕掛品 

     同左

３ 固定資産

の減価償

却の方法

有形固定資産

①平成19年３月31日以前に

取得したもの  

 旧定率法

有形固定資産 

  定率法 

  なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

有形固定資産

①平成19年３月31日以前に

取得したもの 

 旧定率法

②平成19年４月１日以後に

取得したもの  

  定率法    

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。  

建物     ８～15年  

工具器具及び備品４～15年

 

建物      ８～15年 

工具器具及び備品 ４～15年 

 

②平成19年４月１日以後に

取得したもの  

  定率法   

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物     ８～15年 

工具器具及び備品４～15年 

               

無形固定資産

(1)ソフトウェア(自社利用

分)

 社内における利用可能期

間に基づく定額法によって

おります。

無形固定資産 

(1)ソフトウェア(自社利

用分) 

       同左 

 

無形固定資産

(1)ソフトウェア(自社利用

分)

同左

 ソフトウェア(市場販売目

的） 

残 存 有 効 期 間（ 長 ３

年）に基づく定額法によ

っております。

 ソフトウェア(市場販売目

的） 

    同左 

 ソフトウェア(市場販売目

的） 

    同左 

(2)のれん

 ５年間の定額法

(2)のれん 

     同左 

(2)のれん

     同左 
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     項目
      前年同四半期

(平成19年12月期第３四半期）

        当四半期

(平成20年12月期第３四半期）

        （参考） 

  平成19年12月期

４ 外貨建の

資産及び

負債の本

邦通貨へ

の換算基

準

 外貨建金銭債権債務は、

第３四半期決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として

処理しております。

     同左  外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ 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、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

６ 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

常の賃貸借取引にかかる方

法に準じた会計処理によっ

ております。

     同左 

        

     同左

       

７ その他財

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  

 消費税の会計処理は税抜

方式によっており、仮受消

費税と仮払消費税は相殺の

上、未払消費税として表示

しております。

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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     （貸借対照表関係） 

 
     

     （損益計算書関係） 

 
  

（５）会計処理方法の変更

前年同四半期
(平成19年12月期第３四半期）

当四半期
(平成20年12月期第３四半期）

（参考）
平成19年12月期

有形固定資産の減価償却の方法）  

 当事業年度より、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く方法に

変更しております。  

 これによる損益への影響は軽微で

あります。   

 

    ────────  

 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当事業年度より、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く方法に

変更しております。  

 これによる損益への影響は軽微で

あります。

（６）個別財務諸表に関する注記事項

前年同四半期 
(平成19年12月期第３四半期）

当四半期
(平成20年12月期第３四半期）

（参考） 
平成19年12月期

※１ 有形固定資産の減価償却累計 
 額は、88,096千円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計
 額は56,549千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
 額は44,464千円であります。

前年同四半期 
(平成19年12月期第３四半期）

当四半期
(平成20年12月期第３四半期）

（参考）
平成19年12月期

※１  ─────────

 

※１ 減損損失

当社グループは、以下の資産グルー
プについて減損損失を計上しまし
た。 

用途 種類 場所
金額
(千円)

遊休 のれん 本社 14,400

(経緯) 
 上記のれんについては、コミュニ
ティ事業用として取得しましたが、
需要の落ち込み等により現在は遊休
資産となっております。今後も将来
の収益性が見込まれないため減損損
失を認識いたしました。  
(グルーピングの方法）  
 事業の種類別を基準にグルーピン
グを行っております。将来の使用が 
見込まれていない遊休資産について 
は個別にグルーピングを行っており 
ます。  
(回収可能価額の算定方法等）  
 正味売却価額

※１  ─────────

 

※ 減価償却実施額  

有形固定資産 14,535千円

無形固定資産 25,226千円
 

※ 減価償却実施額

有形固定資産 12,279千円

無形固定資産 17,215千円
 

※ 減価償却実施額

有形固定資産 21,116千円

無形固定資産 31,788千円
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