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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 10,465 5.2 1,268 △1.2 1,267 0.3 638 1.3
21年3月期第2四半期 9,950 ― 1,283 ― 1,263 ― 630 ―

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

22年3月期第2四半期 6,343.68 ―

21年3月期第2四半期 5,857.71 ―

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

22年3月期第2四半期 9,434 5,167 50.5 47,273.85
21年3月期 10,193 4,730 42.9 43,434.00

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,761百万円 21年3月期  4,375百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

22年3月期 ― 2,700.00

22年3月期 
（予想）

― 2,800.00 5,500.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 20,708 3.8 2,548 2.1 2,520 2.4 1,272 5.2 12,627.80
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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）  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） 

(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 

 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
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 110,730株 21年3月期  110,730株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  10,000株 21年3月期  10,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 100,730株 21年3月期第2四半期 107,717株
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 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、昨年秋以降の世界的な景況悪化により企業業績は低迷が続くな

か、失業率は過去 悪を示すなど、景気は依然として厳しい状況が続いております。 

 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、「１円パチンコ」に代表される低玉貸し営業の浸

透や業界大手法人を中心とする新規出店の再開等もあり、ホール企業の経営環境は比較的安定的に推移したものと思

われます。 

 こうした環境下で、当社グループでは、主力の広告事業と中古遊技機売買仲介事業において、サービスの付加価値

向上と生産性の向上を追求し、更なるシェア拡大を目指してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は10,465百万円（前年同期比5.2％増）、経常利益は1,267百万円

（同0.3％増）、四半期純利益は638百万円（同1.3％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２四半期連結累計期間のパチンコホール広告市場は、前半は、業界大手法人を中心とする新規出店にかかる告

知需要や新台入替の活発化に伴う入替告知需要が旺盛だったこともあり好調に推移したものの、後半は、お盆前の新

規出店案件が少なく、新店告知広告需要が、例年に比べてかなり減少したことや、一部ホール企業における広告費予

算の削減等が影響したこともあり、若干低調に推移いたしました。 

 こうした環境下において、当社は、限られた新規出店告知案件や新台入替告知案件において受注 大化に向けた営

業活動を精力的に推進するとともに、クライアントのニーズに応えるため、クロスメディアマーケティング支援機能

を充実させ、主としてテレビＣＭの受注拡大に積極的に取り組んでまいりました。 

 こうした取り組みの結果、広告事業の売上高は9,547百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は1,350百万円（同

7.5％増）となりました。 

  

（中古遊技機売買仲介事業） 

 当第２四半期連結累計期間の中古遊技機流通市場は、遊技機入替コストの削減や低玉貸し営業の定着、甘デジコー

ナーの拡充等の要因により、全般的には底堅く推移いたしましたが、当期間の後半は、主にヒット機種の不在による

新台入替の減少に影響され、中古遊技機の流通も低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、会員制中古遊技機情報サービ

ス「ＶＱｎｅｔ」における効率的な取引促進に努めると同時に、パチンコホールへの訪問営業強化や各種販売促進キ

ャンペーンなどの積極的な営業の取り組みを実施いたしました。さらに顧客の利便性向上と効率的なオペレーション

のため、より「安全、正確、迅速」な中古遊技機売買仲介を実現するシステム機能追加を継続的に行いました。 

 こうした取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間の成約台数は105千台（前年同期比1.7％増）となり、中古遊

技機売買仲介事業の売上高は811百万円（同1.4％増）、営業利益は、のれんの償却額を70百万円計上した結果、179

百万円（同△8.7％減）となりました。 

  

（不動産事業） 

 当第２四半期連結累計期間においては、連結子会社の㈱ランドサポート（以下、ＬＳ社）において、既契約で継続

中の２件の賃貸案件のほか、２件の賃貸物件仲介案件（５百万円）を成約いたしました。 

 その結果、不動産事業の売上高は78百万円（同8.3％増）、営業利益は36百万円（同12.5％増）となりました。 

  

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
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は9,434百万円となり、前連結会計年度末比△759百万円の減少となりました。こ

れは、主に現金及び預金が△1,182百万円減少した一方で、投資有価証券が299百万円増加したこと等によるもので

あります。 

 負債合計は4,266百万円となり、前連結会計年度末比△1,196百万円の減少となりました。これは、主に中古遊技

機売買仲介顧客預り金が△1,002百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は5,167百万円となり、前連結会計年度末比437百万円の増加となりました。これは、四半期純利益

638百万円を計上する一方、前期決算に係る配当△251百万円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1,242百万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△1,002百万円減少した他、前期決算に係る法人税等△545百万円を納付した

こと等により△144百万円の支出（前年同期は1,077百万円の収入）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主として投資有価証券の取得による支出△300百万円及び差入敷金保証

金の預入れによる支出△150百万円があったこと等により△531百万円の支出（前年同期は△113百万円の支出）と

なりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主として前期決算に係る期末配当金の支払△251百万円及び短期借入金

の返済△200百万円があったこと等により△506百万円の支出（前年同期は△131百万円の支出）となりました。 

 これらの結果、現金及び現金同等物は当第２四半期において△1,182百万円減少し、3,447百万円となりました。

    

  平成21年４月17日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

    

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,452 4,635

受取手形及び売掛金 2,458 2,346

繰延税金資産 44 47

その他 119 114

貸倒引当金 △16 △9

流動資産合計 6,059 7,133

固定資産   

有形固定資産 1,091 1,087

無形固定資産   

のれん 247 317

その他 355 391

無形固定資産合計 602 709

投資その他の資産 1,681 1,263

固定資産合計 3,375 3,060

資産合計 9,434 10,193

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,411 1,366

短期借入金 200 400

1年内返済予定の長期借入金 108 108

未払法人税等 584 600

中古遊技機売買仲介顧客預り金 719 1,722

その他 310 279

流動負債合計 3,334 4,476

固定負債   

長期借入金 916 971

その他 15 15

固定負債合計 931 986

負債合計 4,266 5,462

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 3,930 3,543

自己株式 △983 △983

株主資本合計 4,762 4,375

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 －

評価・換算差額等合計 △0 －

少数株主持分 406 355

純資産合計 5,167 4,730

負債純資産合計 9,434 10,193
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,950 10,465

売上原価 6,877 7,323

売上総利益 3,073 3,141

販売費及び一般管理費 1,789 1,872

営業利益 1,283 1,268

営業外収益   

受取利息 4 6

受取配当金 0 0

その他 2 2

営業外収益合計 7 8

営業外費用   

支払利息 13 9

原状回復費用 12 －

その他 1 0

営業外費用合計 27 10

経常利益 1,263 1,267

特別利益   

その他 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産除却損 2 6

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 35 －

事務所移転費用 － 19

特別損失合計 38 25

税金等調整前四半期純利益 1,224 1,242

法人税、住民税及び事業税 547 543

法人税等調整額 △15 9

法人税等合計 532 553

少数株主利益 61 50

四半期純利益 630 638

ゲンダイエージェンシー㈱（2411）　平成22年３月期 第２四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,224 1,242

のれん償却額 63 70

減価償却費 84 109

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △6

受取利息及び受取配当金 △5 △6

支払利息 13 9

投資有価証券評価損益（△は益） 35 －

固定資産除却損 2 6

固定資産売却損益（△は益） 0 △0

売上債権の増減額（△は増加） △266 △98

たな卸資産の増減額（△は増加） 1 0

仕入債務の増減額（△は減少） 130 44

中古遊技機売買仲介顧客預り金の増減額（△は減
少）

287 △1,002

その他 24 37

小計 1,595 406

利息及び配当金の受取額 6 4

利息の支払額 △13 △9

法人税等の支払額 △510 △545

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,077 △144

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 △41 △51

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △46 △33

投資有価証券の取得による支出 △1 △300

敷金及び保証金の差入による支出 － △150

敷金及び保証金の差入による収入 － 1

その他 △25 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △113 △531

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） 390 △200

長期借入金の返済による支出 △54 △54

自己株式の取得による支出 △140 －

配当金の支払額 △326 △251

財務活動によるキャッシュ・フロー △131 △506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 832 △1,182

現金及び現金同等物の期首残高 4,006 4,629

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,839 3,447
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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。 

２．各区分に属する主要なサービス 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」２．に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「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）を適用し

ております。なお、この変更に伴う営業利益、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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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。 

２．各区分に属する主要なサービス 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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  9,077  800  72  －  9,950  －  9,950

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  9,077  800  72  －  9,950  －  9,950

営業利益（△営業損失）  1,256  196  32  △3  1,481  △198  1,283

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 

  
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  9,547  811  78  27  10,465  －  10,465

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  9,547  811  78  27  10,465  －  10,465

営業利益（△営業損失）  1,350  179  36  △43  1,523  △254  1,268

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 
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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。  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  海外売上がないため、該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

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２四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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

（百万円） 

前年同期比（％）
  

広告事業     

  折込広告  6,842  107.0

  販促物  1,617  91.3

  媒体  453  113.8

  その他  633  123.2

広告事業計  9,547  105.2

中古遊技機売買仲介事業  811  101.4

不動産事業  78  108.3

その他事業  27  －

合計  10,465  105.2
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