
平成21年12月期 第3四半期決算短信 

平成21年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ガイアックス 上場取引所 名 
コード番号 3775 URL http://www.gaiax.co.jp
代表者 （役職名） 代表執行役社長 （氏名） 上田 祐司
問合せ先責任者 （役職名） 執行役財務部長 （氏名） 小高 奈皇光 TEL 03-5759-0376
四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 2,074 ― 181 ― 158 ― 115 ―
20年12月期第3四半期 1,903 △3.4 86 △17.0 87 28.3 57 ―

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12月期第3四半期 7,202.19 ―
20年12月期第3四半期 4,116.43 ―

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12月期第3四半期 1,929 508 25.2 32,386.75
20年12月期 1,546 513 32.4 36,077.54

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  486百万円 20年12月期  500百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  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

通期 2,800 7.9 180 112.6 170 105.8 130 ― 8,094.14
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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  有  
[（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。] 

(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、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。] 

(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．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．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。 
 
３．当社は、平成21年６月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、平成21年７月１日付で、その所有する株式１株を1.3株に分割いたし
ました。 

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12月期第3四半期 18,041株 20年12月期  13,878株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  3,033株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 16,061株 20年12月期第3四半期 13,878株
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済状況は、米国サブプライムローン問題を発端とした金
融危機や、円高による景気減速といったマクロ要因により、全体的に停滞感が漂う市況となりました。一
方、当社を取り巻く事業環境は、「インターネット白書2009」（監修：財団法人インターネット協会）に
よると、CGM（Consumer Generated Media）として注目を浴びたブログやSNSなど、何かしらのコミュニテ
ィに参加している（閲覧のみも含む）ユーザーは昨年から減少に転じるなど、市場全体が成熟化しつつあ
る一方、SaaS/ASPは認知度、利用率ともに上昇するなど、新たな普及段階に入るサービス形態も存在して
います。このような状況のもと、当社グループは引き続きパッケージ販売によるストック型収益の拡大、
SNS・掲示板監視による健全サイト運営の徹底、ソリューションラインナップの充実に努め、経営基盤の
発展に尽力して参りました。  
 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、コミュニティ事業におけるランニング案件が引続き堅
調に推移し売上高は、2,074,663千円となり、営業損益は181,458千円の利益となりました。経常損益につ
いては、自己株式の公開買付けに伴う手数料等の影響により158,905千円の利益となり、四半期純損益
は、115,674千円の利益となりました。 

  

(1)コミュニティ事業 
コミュニティ事業におきましては、SaaS型内定者フォローSNS「エアリーフレッシャーズ」シリーズ、

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」、モバイルコンテ
ンツ配信システム「モバリスト」など、パッケージ商品の販売が昨年度に比べて好調に推移しておりま
す。中でも投稿監視につきましては、サイバー犯罪と呼ばれるインターネット上での名誉棄損や誹謗中
傷、詐欺・悪質商法、違法情報・有害情報などの相談件数が、前年から12.0％増加の8万1994件にのぼり
（「インターネット白書2009」監修：財団法人インターネット協会）、検挙件数が過去5年間で3倍になっ
ているのを背景に、引き続き順調な実績を納めました。またモバイルコンテンツ配信システム「モバリス
ト」は、Flashゲームをメインに2008年に提供開始いたしましたが、現在は占い、クイズ・検定、ニュー
ス、コラム、レシピなどコンテンツ数を順調に増やし、約20コンテンツに拡大いたしております。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,167,968千円、営業損益は、155,282千円の利
益となりました。 
  
(2)受託開発事業 
受託開発事業は、第２四半期連結累計期間において稼働する案件の受託が伸び悩み、売上高及び利益が

低下しておりましたが、当第３四半期連結累計期間に入って、既存顧客からの新規案件の受託が増加した
ことに加え、既存案件の体制を拡大したことにより稼働状況が改善し、売上高及び利益が好調に転じまし
た。この結果、売上高は919,762千円となり、営業損益は31,655千円の利益となりました。  

  

(3)その他事業 
その他事業につきましては、子会社の経営管理業務等の他、コミュニティサイト以外のサイト運営及び

サーバー回線の貸与等のランニング収益が引き続き堅調に推移した結果、売上高115,898千円、営業損益
は89,161千円の利益となりました。 
  
  

・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 
（資産） 
  流動資産は、1,770,185千円となり前連結会計年度に比べ448,208千円の増加となりました。こ 

 れは主に現金及び預金が341,216千円、売掛金が63,169千円、前払費用が17,945千円増加したこと  
 などによります。 
   固定資産は、159,043千円となり前連結会計年度に比べ65,226千円の減少となりました。これ 
 は、のれんの減少及び移転に伴う敷金返金により敷金が減少したことによるものであります。 
(負債) 
  流動負債は、1,010,292千円となり前連結会計年度に比べ246,849千円の増加となりました。こ 

 れは、短期借入金200,000千円、一年内返済予定長期借入金53,985千円、前受金44,189千円の増加 
 と一年以内償還予定社債が81,200千円減少したことによるものであります。 
   固定負債は、410,849千円となり前連結会計年度に比べ141,297千円の増加となりました。これ 
  は、社債75,300千円及び長期借入金65,997千円が増加したことによるものであります。 
(純資産) 
  純資産合計は、508,087千円となり前連結会計年度に比べ5,165千円の減少となりました。これ 

  は、利益剰余金が四半期純利益115,674千円により増加したこと、自己株式130,355千円の取得に 
 より純資産が減少し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 
当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結

会計年度と比べ30,976千円増加し、883,909千円となりました。 
 当第３四半期連結累計期間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、163,303千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純

利益154,311千円の他、仕入債務の増加額45,169千円及び前受金の増加額44,189千円であります。主な減

少要因は、売上債権の増加額59,871千円、未払費用の減少額19,912千円及び法人税の支払額46,329千円で

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、296,996千円となりました。この主な要因は、定期預金の預け入れに

よる支出320,740千円及び有形固定資産の取得による支出27,700千円の減少要因と、敷金の返金による収

入68,170千円の増加要因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、164,669千円となりました。この主な要因は、社債の償還による支出

255,900千円及び長期借入金の返済による支出150,018千円などの減少要因と、長期借入金による収入

270,000千円、短期借入金の純増額200,000千円及び社債の発行による収入243,778千円の増加要因による

ものであります。 
  

  

平成21年12月期通期連結業績予想につきましては、様々に想定されるリスクを勘案してレンジ形式によ
る開示とさせて頂いておりましたが、この度、通期業績の見通し確度が高まりつつあることを背景とし
て、特定の数値形式による業績予想に修正いたしました。(本日付で別途「平成21年12月期通期業績予想
の修正に関するお知らせ」を公表しております。) 
  

  

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
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該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
 ①固定資産の減価償却費の算定方法 

     定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し 
    て算定する方法によっております。 

  

 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、 
       一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し 
       た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

       

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    ①税金費用の計算      

    当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実行税率を合理的に見積 
   り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。    

  

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基 
 準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法 
 （収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。これによる損益に与える影響は 
 軽微であります。 

  

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)

(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：千円）

当第３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,269,174 927,957

受取手形及び売掛金 396,269 333,100

仕掛品 28,172 21,552

繰延税金資産 23,038 23,062

その他 56,104 17,913

貸倒引当金 △2,574 △1,609

流動資産合計 1,770,185 1,321,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,013 10,430

工具、器具及び備品（純額） 23,117 24,182

有形固定資産合計 42,131 34,613

無形固定資産   

のれん 39,950 67,242

ソフトウエア 3,328 4,077

その他 145 145

無形固定資産合計 43,424 71,465

投資その他の資産   

投資有価証券 5,723 5,664

敷金及び保証金 24,935 82,985

繰延税金資産 3,019 3,019

その他 44,297 34,432

貸倒引当金 △4,488 △7,910

投資その他の資産合計 73,486 118,191

固定資産合計 159,043 224,270

資産合計 1,929,229 1,546,247
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（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 178,684 133,514

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 187,154 133,169

1年内償還予定の社債 141,300 222,500

未払法人税等 39,561 33,576

未払費用 62,463 83,224

前受金 94,196 50,006

預り金 46,944 56,482

賞与引当金 21,000 2,050

その他の引当金 － 9,430

その他 38,988 39,488

流動負債合計 1,010,292 763,443

固定負債   

社債 142,800 67,500

長期借入金 235,649 169,652

その他 32,400 32,400

固定負債合計 410,849 269,552

負債合計 1,421,141 1,032,995

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 438,171

資本剰余金 523,160 184,989

利益剰余金 △5,939 △121,613

自己株式 △130,355 －

株主資本合計 486,865 501,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △828 △863

評価・換算差額等合計 △828 △863

新株予約権 22,049 12,568

純資産合計 508,087 513,252

負債純資産合計 1,929,229 1,546,247
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,074,663

売上原価 1,232,698

売上総利益 841,964

販売費及び一般管理費合計 660,505

営業利益 181,458

営業外収益  

受取利息 1,479

雑収入 4,653

その他 30

営業外収益合計 6,163

営業外費用  

支払利息 8,222

支払保証料 696

支払手数料 12,835

社債発行費 6,221

その他 740

営業外費用合計 28,716

経常利益 158,905

特別利益  

過年度支払手数料修正益 8,309

特別利益合計 8,309

特別損失  

固定資産除却損 985

本社移転費用 11,917

特別損失合計 12,903

税金等調整前四半期純利益 154,311

法人税、住民税及び事業税 38,636

法人税等合計 38,636

四半期純利益 115,674

－　8　－

㈱ガイアックス（3775）平成21年12月期第３四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 154,311

減価償却費 12,921

のれん償却額 28,720

株式報酬費用 9,481

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,456

受取利息及び受取配当金 △1,509

支払利息 8,222

固定資産除却損 985

社債発行費 6,221

支払手数料 12,835

売上債権の増減額（△は増加） △59,871

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,619

前受金の増減額（△は減少） 44,189

預り金の増減額（△は減少） △9,537

未払金の増減額（△は減少） △7,862

仕入債務の増減額（△は減少） 45,169

前払費用の増減額（△は増加） △16,600

未払費用の増減額（△は減少） △19,912

その他 20,250

小計 218,938

利息及び配当金の受取額 1,111

利息の支払額 △10,415

法人税等の支払額 △46,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,303
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △320,740

有形固定資産の取得による支出 △27,700

無形固定資産の取得による支出 △1,734

長期貸付けによる支出 △4,800

長期貸付金の回収による収入 5,166

敷金及び保証金の差入による支出 △15,348

敷金及び保証金の回収による収入 68,170

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △296,996

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） 200,000

長期借入れによる収入 270,000

長期借入金の返済による支出 △150,018

社債の発行による収入 243,778

社債の償還による支出 △255,900

自己株式の取得による支出 △130,355

その他の支出 △12,835

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30,976

現金及び現金同等物の期首残高 852,932

現金及び現金同等物の四半期末残高 883,909
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  ①自己株式の取得 

   当社は、平成21年２月10日付の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え 

  て適用される同法第156条の規定に基づき、公開買付けの方法により自己株式を取得することを決 

  議し、普通株式2,037株を取得いたしました。これにより自己株式が112,035千円増加しておりま 

  す。また、平成21年７月1日付にて行った株式分割に伴う端数株式の買受により平成21年９月末日 

  までに取得した株式数は385.7株となり、自己株式が18,320千円増加し合わせて130,355千円とな 

  っております。 

  

  ②減資 

   当社は、平成21年１月９日付の臨時株主総会において、資本の額を減少し、その他資本剰余金 

  に振替を行うことを決議いたしました。これにより資本金の額が338,171千円減少し、その他資本 

  剰余金が同額増加しております。 

  

   (後発事象) 

  １．事業の譲受 

   当社は、平成21年10月26日開催の取締役会において、法人向けブログパッケージ事業を譲り受 

  けることを決議いたしました。 

   ①目 的 ：コミュニティソリューションの拡充及び顧客数の増加を図り、既存事業との相     

         乗効果によりクライアント様に対し一層付加価値の高いサービスを提供するため 

   ②相手会社の名称：株式会社ドリコム 

   ③事業内容：法人向けブログパッケージ事業 

   ④譲受資産及び負債：未定 

   ⑤譲受の時期：平成22年３月末日までに順次移管を受ける予定 

   ⑥譲受価格：平成22年１月末日における純資産等を鑑み決定 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前年同四半期

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,903,148

Ⅱ 売上原価 1,220,638

   売上総利益 682,510

Ⅲ 販売費及び一般管理費 596,481

   営業利益 86,029

Ⅳ 営業外収益 9,594

 １．受取利息 2,086

 ２．賃貸収入 2,536

 ３．雑収入 4,151

 ４．その他 820

Ⅴ 営業外費用 7,769

 １. 支払利息 5,503

 ２．雑損失 945

 ３．その他 1,321

   経常利益 87,854

Ⅵ 特別利益 29,031

 １．固定資産売却益 8,571

 ２. 貸倒引当金戻入益 1,510

 ３．新株予約権戻入益 8,157

 ４．その他 10,791

Ⅶ 特別損失 29,148

 １. 事業整理損失 14,717

 ２．投資有価証券評価損 10

 ３．減損損失 14,400

 ４. 固定資産除却損 20

   税金等調整前 

   第３四半期純利益
87,736

   法人税、住民税 

   及び事業税
32,687

   法人税等調整額 △2,078

   第３四半期純利益 57,127
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(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前年同四半期

(自平成20年１月１日
至平成20年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前第３四半期純利益 87,736

   減価償却費 27,309

      のれんの償却額 33,352

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △2,510

   受取利息及び受取配当金 △2,118

   支払利息 5,503

   固定資産売却益 △8,571

      減損損失 14,400

   営業保証金の返還による収入 8,850

   売上債権の増減額(△は増加) 34,074

   たな卸資産の増減額(△は増加) △11,071

   仕入債務の増減額(△は減少) 9,641

   預り金の減少額 △6,227

   未払消費税等の増減額(△は減少) △17,652

   その他 33,835

    小計 206,551

   利息及び配当金の受取額 1,500

   利息の支払額 △7,678

   法人税等の支払額 △16,368

  営業活動によるキャッシュ・フロー 184,004

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 △70,239

   有形固定資産の取得による支出 △12,560

   無形固定資産の取得による支出 △53,011

   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 50,755

   保証金の返還による収入 30,796

   保証金の差入による支出 △39,469

   その他 40,192

  投資活動によるキャッシュ・フロー △104,101

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増加額 80,000

   長期借入金の借入による収入 230,000

   長期借入金の返済による支出 △76,076

   社債の償還による支出 △149,500

  財務活動によるキャッシュ・フロー 84,424

Ⅳ 現金及び現金同等物に関わる換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 164,326

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 727,054

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
891,381
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