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平成 22 年２月 19 日 

各 位 

ゲンダイエージェンシー株式会社 

代表取締役ＣＥＯ  山本  正卓 

（コード番号：２４１１） 

問い合わせ先 取締役ＣＦＯ 高 秀一 

TEL 03-5308-9888(代表) 

 

連結子会社の解散及び清算、連結子会社の本社移転並びにそれに伴う 

特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年２月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、連結子会社の解散及び清算、連結子会

社の本社移転を決議しましたのでお知らせいたします。また、この決議に伴い、特別損失を計上することとなり、

業績予想を修正いたしますので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ 連結子会社の解散及び清算 

 

１．解散に至った経緯 

当社グループは、その事業領域を「パチンコ業界における業績発展支援」に定め、業界に特化したサービス

の拡充を基本的な成長戦略とし、これまで広告事業、中古遊技機売買仲介事業、不動産事業を展開してまいり

ました。しかしながら、いまから２年前の業界環境の急激な変化による市場の縮小を受け、今後は、事業領域

の拡張を視野に入れたグループ成長戦略の再構築が必要になりつつあるものと考え、主として余暇市場におけ

る新業態ビジネスを手掛ける事業体として、平成 20 年５月に当社全額出資の株式会社マスターシップ（以下Ｍ

Ｓ社）を設立し、平成 21 年１月には、同社においてインドアゴルフ施設「フェイバーゲート」をオープンし本

格的な事業化に向けたテストを続けてまいりました。 

その後、当期末までの単月黒字化達成を当面の目標に据え、これまで大規模なプロモーション展開や、サー

ビス向上、コンテンツの充実等に鋭意取り組んでまいりましたが、景気低迷の影響で客足が鈍り、当初計画し

ていた客単価でのサービス提供は難しくなり、さらに、設備の過剰感はあるものの、スペースの縮小等による

固定費の削減が難しいこともあり、目標達成は極めて困難な状況にあります。 

こうした状況下において、利用者数の増加、コストの削減に向けた様々な施策について個別に検討しシミュ

レーションを重ねたものの、来期以降においても、大幅な赤字を解消する見通しまでには至らなかったことか

ら、最終的には事業化に向けたテストを終了することが適切であると判断し、当期末までに、「フェイバーゲー

ト」を閉店し、運営会社であるＭＳ社を、解散及び清算することを決定いたしました。 

 

２．解散及び清算する子会社の概要 

（１）商号 株式会社マスターシップ 

（２）本店所在地 東京都新宿区西新宿 3-20-2 
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（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 伴典 

（４）事業内容 インドアゴルフ施設の運営 

（５）資本金の額 125 百万円 

（６）設立年月日 平成 20 年５月 12 日 

（７）大株主及び持株比率 ゲンダイエージェンシー株式会社（100％） 

資本関係 当該子会社は、当社の全額出資子会社であります。 

人的関係 取締役２名、監査役１名は当社の従業員が兼任しております。 

取引関係 当社より 100 百万円の短期貸付があります。 

（８）上場会社と当該会社

の関係等 

関連当事者へ

の該当状況 

上場会社の子会社であり、関連当事者に該当いたします。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態                  （単位：百万円）

 － 

（注１） 

平成 21 年３月期 （参考）平成 21 年 12 月末

及び９ヶ月累計（注２）

総資産 － 207 239

純資産 － 1 135

１株当たり純資産（円） － 1,134.39 27,155.41

売上高 － 5 44

営業利益 － △45 △63

経常利益 － △48 △65

当期純利益 － △48 △65

１株当たり当期純利益（円） － △48,865.61 △13,071.45

１株当たり配当金（円） － － －

（注１）当該会社の設立初年度の決算期は平成 21 年３月期であるため、該当事項はありません。 

（注２）当該会社は、当期（平成 22 年３月期）中において、当社を割当先とする 200 百万円の増資を行っている

ため、平成 21 年 12 月末時点の財政状態および平成 21 年４月～12 月の期間における経営成績を参考情

報として記載しております。 

 

３．日程 

 取締役会決議         平成 22 年２月 19 日 

 フェイバーゲート閉店日    平成 22 年３月末日（予定） 

 解散承認株主総会及び解散期日 平成 22 年６月 22 日（ＭＳ社第２回定時株主総会開催予定日） 

 清算結了日          平成 23 年３月期中（予定） 

 

４．今後の見通し 

 ＭＳ社解散に先立つフェイバーゲートの閉店は、来期以降において年間約△60 百万円の減収要因となる一方、

営業利益、経常利益、当期純利益については、それぞれ年間約＋80 百万円の増益要因となることが見込まれます。

なお、解散の決定に伴う当期の特別損失計上については、「Ⅲ 特別損失の計上」に記載のとおりであります。 
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Ⅱ 連結子会社の本社移転 

 

１．移転の経緯 

当社の連結子会社であり、中古遊技機売買仲介事業を営む株式会社バリュークエスト（以下、ＶＱ社）は、昨

今の中古遊技機流通市場低迷に起因する厳しい事業環境下において、早期に固定費を削減し、収益性の改善を図

る必要性があるとの判断から、本社を移転することを決定いたしました。 

 

２．本社移転の概要 

 移転先住所    東京都文京区後楽２－２－23 住友不動産飯田橋ビル２号館 

 移転後業務開始日 平成 22 年３月 23 日（予定） 

 

３．今後の見通し 

 移転実施により、来期以降において年間約△60 百万円の販売費及び一般管理費の削減を見込んでおります。な

お、移転に伴う当期の特別損失計上については、「Ⅲ 特別損失の計上」に記載のとおりであります。 

 

Ⅲ 特別損失の計上 

 

１．特別損失の計上及びその経緯 

【連結】 

平成 22 年３月期 店舗閉鎖関連損失の総額      185 百万円・・・① 

        連結子会社本社移転関連費用の総額  100 百万円・・・② 

             特別損失合計            285 百万円（見込み） 

①「Ⅰ 連結子会社の解散」において記載のとおり、当期末にＭＳ社が運営するインドアゴルフ施設「フェイバ

ーゲート」を閉店することに伴い、固定資産除却損の計上、原状回復費用等の見積計上等をあわせて、店舗閉鎖

関連損失を総額 185 百万円計上する見込みであります。 

②「Ⅱ 連結子会社の本社移転」において記載のとおり、ＶＱ社の本社移転を決定したことに伴い、固定資産除

却損の計上、原状回復費用等の見積計上等をあわせて、本社移転関連費用を総額 100 百万円計上する見込みであ

ります。 

 

【個別】 

平成 22 年３月期 関係会社整理損の総額      315 百万円（見込み） 

「Ⅰ 連結子会社の解散」において記載のとおり、ＭＳ社の解散決定に伴い、関係会社株式の減損及び貸付金に

対する所要の貸倒引当金を計上することから、関係会社整理損を総額 315 百万円計上する見込みであります。 

 

２．今後の見通し 

本件特別損失の計上が、当期純利益に与える影響（税金費用及び少数株主損益控除後）は、連結△100 百万円、

個別△190 百万円と見込まれます。その結果、以下のとおり、当期の業績予想を修正いたしました。 
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Ⅳ 業績予想の修正 

 

このたびの特別損失の計上に伴い、新たに業績予想を見直しした結果、平成 21 年４月 17 日付当社「平成 21 年

３月期決算短信」にて発表いたしました平成 22 年３月期業績予想（連結・個別）を以下のとおり修正いたします。 

 

平成 22 年３月期連結業績予想の修正（平成 21 年４月１日 ～ 平成 22 年３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

前回発表予想（Ａ）（平成 21 年４月 17 日発表） 20,708 2,548 2,520 1,272 12,627.80

今回修正予想（Ｂ） 20,508 2,348 2,340 1,092 10,840.86

増減額（Ｂ－Ａ） △200 △200 △180 △180 －

増減率 △1.0 △7.8 △7.1 △14.2 －

（参考）前年同期（平成 21 年３月期）実績 19,946 2,495 2,460 1,209 11,509.27

 

平成 22 年３月期個別業績予想の修正（平成 21 年４月１日 ～ 平成 22 年３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

前回発表予想（Ａ）（平成 21 年４月 17 日発表） 18,697 2,094 2,085 1,209 12,002.38

今回修正予想（Ｂ） 18,857 2,154 2,165 1,060 10,523.18

増減額（Ｂ－Ａ） 160 60 80 △149 －

増減率 0.9 2.9 3.8 △12.3 －

（参考）前年同期（平成 21 年３月期）実績 18,123 2,044 2,027 1,133 10,788.29

 

（修正の理由） 

【連結】 

  売上高は、広告事業において当初予想比＋160 百万円の超過が見込まれるものの、第２四半期以降における

中古遊技機流通低迷の影響により、中古遊技機売買仲介事業の仲介手数料収入が当初予想比で約△300 百万円

の大幅減となる見込みであるのに加え、インドアゴルフ施設の営業不振の影響等もあり、連結では当初予想比

△200 百万円の減少となる見通しです。 

  営業利益は、広告事業の受注増加により当初予想比＋60 百万円の超過が見込まれる一方で、中古遊技機売買

仲介事業においては、経費削減に鋭意取り組んだものの仲介手数料大幅減の影響を埋め合わせるには至らず、

当初予想比△230 百万円の減少となる見込みとなったこと等により、連結では当初予想比△200 百万円の減少と

なる見通しです。 

  経常利益は、資金運用収益の増加等により＋20 百万円の改善が見込まれることから、当初予想比△180 百万

円の減少となる見通しです。 

  当期純利益は、経常利益の当初予想比△180 百万円の減少に加え、「Ⅲ 特別損失の計上」に記載のとおり、

当期において総額 285 百万円の特別損失を新たに計上することとなったことから、これらに伴う税金費用及び
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少数株主損益減少の影響を調整した結果、最終的には当初予想比△180 百万円の減少となる見通しです。 

 

【個別】 

  売上高は、第１四半期において会社計画を上回るパチンコホール新規出店告知広告案件を受注し、その後第

２、第３四半期においては概ね当初計画どおり推移し、また第４四半期においても概ね当初計画どおりの受注

が見込まれていることから、通期では当初予想比＋160 百万円の超過となる見通しです。 

  営業利益は、売上高の超過に伴う限界利益の超過により当初予想比＋60 百万円の超過となる見通しであり、

経常利益は、営業利益の超過に加え、資金運用収益の増加等による改善＋20 百万円が見込まれることから、当

初予想比＋80 百万円の超過となる見通しです。 

  当期純利益は、経常利益＋80 百万円の超過が見込まれるものの、「Ⅲ 特別損失の計上」に記載のとおり、

当期において関係会社整理損 315 百万円を特別損失として計上することとなったことから、これらに伴う税金

費用減少の影響を調整した結果、最終的には当初予想比△149 百万円の減少となる見通しです。 

 

なお、当社は、配当方針として目標連結配当性向 50％を目安としておりますが、今回の業績予想修正に伴う、

配当予想の修正はありません。 

 

（注）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。 

以 上 


