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1. 平成22年12月期第３四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年９月30日）

 (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12月期第3四半期 2,168 4.5 164 △9.6 154 △2.9 112 △2.6

21年12月期第3四半期 2,074 ― 181 ― 158 ― 115 ―

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12月期第3四半期 7,609 95 7,332 14

21年12月期第3四半期 7,202 19 ―

 (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

22年12月期第3四半期 1,947 467 22.4 29,390 59

21年12月期 1,853 495 25.4 31,834 06

(参考) 自己資本 22年12月期第3四半期 435百万円  21年12月期 471百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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12月期 ― 0 00 ― 10,000 00 10,000 00

22年12月期 ― 0 00 ―

22年12月期(予想) 0 00 0 00

3. 平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日）
(％表示は、通期は対前期増減率)

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 2,850 0.7
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   (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 
   (注) 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の有無となります。 

  

 

 
   (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  ※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.５「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期3Ｑ 18,041株 21年12月期 18,041株

② 期末自己株式数 22年12月期3Ｑ 3,233株 21年12月期 3,235株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Ｑ 14,806株 21年12月期3Ｑ 16,061株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済状況は、先進国や途上国共に依然として著しい経済

的問題に直面しており、ギリシャの財政破たんに端を発する欧州財政問題の深刻化などから、国際金融

資本市場を取り巻く不確実性は増大しています。また、日本経済も軒並み減速感が強まり、年度内一

杯、景気に停滞感が漂うことが予想されています。一方、当社を取り巻くインターネットビジネス市場

は、ブログを中心に拡大してきたソーシャルメディアの成長が、昨年で一旦落ち着きを見せていました

が、twitterやFacebookのブレイクもあり再度成長を見せています。「インターネット白書2010」（監

修：財団法人インターネット協会）でも、twitterに代表される短いフレーズで情報発信するマイクロ

ブログの利用率は9.7％となり、昨年の1.4％から8.3ポイントの大幅な上昇となりました。特に、スマ

ートフォン派では利用率が42.5％、携帯電話、パソコン併用派では19.1％と高くなっています。 

このような状況のもと、当社グループは引き続き、各種コミュニティサービスの販売の強化、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、盤石な経営基盤

の確保を図って参りました。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、各種プロダクトのランニング売上が堅調に積み上がり、売上高

は、2,168,704千円と前年同四半期と比べ94,041千円(4.5％増)の増収となったものの、営業損益は、人

件費の増加などの要因により164,096千円と前年同四半期に比べ17,361千円(9.6％減)の減益となりまし

た。経常損益は、154,222千円と前年同四半期に比べ4,682千円(2.9％減)の減益、四半期純利益は、

112,672千円と前年同四半期と比べ3,001千円(2.6％減)の減益となりました。 

  

①コミュニティ事業 

コミュニティ事業におきましては、クラウドサービスであるSaaS型SNSエアリーシリーズを含む≪企

業向けコミュニティサービス≫、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」を含む≪教育機関向けコミュニティサービス≫、 ブログ・SNSなどのコミュニティサ

イト構築や24時間投稿監視業務を含む≪インターネット向けコミュニティサービス≫、モバイルコンテ

ンツ配信「モバリスト」やiPhone／iPadアプリのレビューサイト「AppBank」を含む≪デジタルコンテ

ンツサービス≫などが属しております。 

当第３半期連結累計期間におきましては、SaaS型内定者フォローSNS「エアリーフレッシャーズ」

を、東京都の平成23年度新規採用内定者向けに提供し、また就職情報媒体最大手のリクナビを擁する株

式会社リクルートのHR事業と事業提携を行うことなどにより、導入社数が延べ400社を突破いたしまし

た。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」は、宮城県

内の小中高約500校を対象に平成22年度学校裏サイト監視事業委託業務を、奈良県内の中高170校を対象

に学校非公式サイト監視・調査研究等業務委託を提供するなど、延べ8自治体に拡大し継続提供をして

おります。また、≪デジタルコンテンツサービス≫であるiPhone／iPadアプリのレビューサイト

「AppBank」が提供するiPhone／iPadアプリのオンラインカジノゲーム「ポケットベガス」は、2010年9

月にAppSotre無料ランキングにおいて総合1位を獲得。同年10月には累計プレイ回数が3,000万回を超

え、話題性を集めています。 

この結果、売上高は、1,242,258千円(前年同期比6.4％増)と増加いたしましたが、営業損益は、

108,965千円(前年同期比29.8％減)の減益となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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②受託開発事業 

受託開発事業におきましては、子会社の株式会社電縁が主力事業としております。 当第３四半期連

結累計期間においても、営業人員の増強を図り、引き続き既存顧客からの受注拡大に尽力いたしまし

た。また、昨年９月より提供を開始したデジタルサイネージサービスにおいては、エーオープンジャパ

ン株式会社との協業で、オールインワンサイネージパック (サイネージをインストール済みのPC一体

型タッチパネルディスプレイ)を発売、株式会社ミニミニ城北に物件検索用として導入いたしました。

この結果、売上高は、942,750千円(前年同期比2.5％増)となり、営業損益は、53,574千円(前年同期比

69.2％増)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前連結会計年度と同水準で推移した結果、売上高は

110,970千円(前年同期比4.3％減)となり、営業損益は86,238千円(前年同期比3.3％減)の利益となりま

した。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.8％増加し、1,753,511千円となりました。これは、主に現

金及び預金が85,130千円、仕掛品が86,254千円増加したこと及び売掛金が87,689千円減少したことなど

によります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.2％増加し193,720千円となりました。これは、長期性預金

が9,900千円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.1％増加し1,947,232千円となりました。 

  

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.8％増加し1,071,202千円となりました。これは、主に短

期借入金が100,000千円増加したことによるものであります。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.4％増加し408,630千円となりました。これは、社債が

82,200千円増加したこと及び長期借入金が64,958千円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて9.0％増加し、1,479,832千円となりました。 

  

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.7％減少し、467,400千円となりました。これは、利益剰

余金が四半期純利益により112,672千円増加したこと及び配当金によりその他資本剰余金が148,060千円

減少したことによるものであります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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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

結会計年度末と比べ195,080千円増加し、1,047,417千円となりました。 

 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、168,269千円(前年同期は163,303千円の収入)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145,409千円、売上債権の減少額86,909千円であり、主な減少要

因は、たな卸資産の増加額86,254千円及び預り金の減少額30,026千円、法人税の支払額50,396千円であ

ります。 

  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は、66,074千円(前年同期は296,996千円の支出)となりました。この主

な要因は、定期預金の払い戻しによる収入354,463千円、定期預金の預入による支出264,417千円による

ものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、39,263千円(前年同期は164,669千円の収入)となりました。この主

な要因は、配当金の支払いによる支出140,830千円及び長期借入金の返済による支出193,553千円などの

減少要因と、長期借入金による収入150,000千円及び社債の発行による収入196,331千円の増加要因によ

るものであります。 

  

  

通期連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間において想定どおりの売上及び利益で

推移しているため、平成22年５月13日発表の通期業績予想に変更はありません。 

  

  

  

(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。 

  

《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。 

  

《特有の会計処理》 

    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、法人税等 

   調整額は、法人税等に含めて表示しております。    

  

のれん及び負ののれんの償却方法の変更 

これまで、のれんの償却については５年間の均等償却としておりましたが、第１四半期連結会計期間

より投資効果の発現する期間を見積り、５年以内の当該期間において均等償却を行っております。これ

による損益に与える影響は軽微です。  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要(連結の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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,322,746 1,237,615

受取手形及び売掛金 273,100 360,789

有価証券 10,003 －

仕掛品 90,788 4,533

繰延税金資産 18,098 18,627

その他 39,970 52,780

貸倒引当金 △1,194 △1,537

流動資産合計 1,753,511 1,672,809

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,699 18,006

工具、器具及び備品（純額） 19,652 20,983

有形固定資産合計 35,351 38,990

無形固定資産

ソフトウエア 9,817 3,860

のれん 25,979 30,180

その他 145 145

無形固定資産合計 35,942 34,186

投資その他の資産

投資有価証券 7,842 7,361

敷金及び保証金 54,492 54,492

繰延税金資産 2,729 2,729

その他 62,488 47,572

貸倒引当金 △5,125 △4,587

投資その他の資産合計 122,426 107,568

固定資産合計 193,720 180,745

資産合計 1,947,232 1,853,554
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 122,300 137,064

短期借入金 300,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 206,319 184,914

1年内償還予定の社債 107,800 141,300

未払費用 79,401 87,237

前受金 101,193 68,279

預り金 33,174 63,200

賞与引当金 25,000 －

未払法人税等 32,428 28,591

その他 63,583 55,859

流動負債合計 1,071,202 966,447

固定負債

社債 225,000 142,800

長期借入金 151,230 216,188

その他 32,400 32,400

固定負債合計 408,630 391,388

負債合計 1,479,832 1,357,835

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 375,157 523,160

利益剰余金 101,513 △11,159

自己株式 △139,849 △139,936

株主資本合計 436,820 472,064

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,604 △729

評価・換算差額等合計 △1,604 △729

新株予約権 32,184 24,384

純資産合計 467,400 495,719

負債純資産合計 1,947,232 1,853,554

㈱ガイアックス(3775)　平成22年12月期第３四半期決算短信

－7－



(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）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,074,663 2,168,704

売上原価 1,232,698 1,263,276

売上総利益 841,964 905,428

販売費及び一般管理費合計 660,505 741,331

営業利益 181,458 164,096

営業外収益

受取利息 1,479 1,089

助成金収入 － 1,676

雑収入 4,653 －

その他 30 776

営業外収益合計 6,163 3,542

営業外費用

支払利息 8,222 8,090

支払保証料 696 764

支払手数料 12,835 －

社債発行費 6,221 3,669

その他 740 892

営業外費用合計 28,716 13,416

経常利益 158,905 154,222

特別利益

過年度支払手数料修正益 8,309 －

貸倒引当金戻入額 － 74

新株予約権戻入益 － 1,546

償却債権取立益 － 1,800

特別利益合計 8,309 3,421

特別損失

固定資産除却損 985 －

投資有価証券評価損 － 8,858

本社移転費用 11,917 －

過年度消費税等 － 3,376

特別損失合計 12,903 12,234

税金等調整前四半期純利益 154,311 145,409

法人税、住民税及び事業税 38,636 32,736

法人税等合計 38,636 32,736

四半期純利益 115,674 112,672
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22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 154,311 145,409

減価償却費 12,921 11,786

のれん償却額 28,720 29,482

株式報酬費用 9,481 9,401

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,456 195

受取利息及び受取配当金 △1,509 △1,131

支払利息 8,222 8,090

固定資産除却損 985 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,858

新株予約権戻入益 － △1,546

社債発行費 6,221 3,669

支払手数料 12,835 －

売上債権の増減額（△は増加） △59,871 86,909

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,619 △86,254

前受金の増減額（△は減少） 44,189 32,914

預り金の増減額（△は減少） △9,537 △30,026

未払金の増減額（△は減少） △7,862 2,554

仕入債務の増減額（△は減少） 45,169 △14,764

前払費用の増減額（△は増加） △16,600 15,097

未払費用の増減額（△は減少） △19,912 △6,777

その他 20,250 12,329

小計 218,938 226,198

利息及び配当金の受取額 1,111 1,411

利息の支払額 △10,415 △8,971

法人税等の支払額 △46,329 △50,369

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,303 168,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲受による支出 － △5,331

定期預金の払戻による収入 － 354,463

定期預金の預入による支出 △320,740 △264,417

有形固定資産の取得による支出 △27,700 △6,163

投資有価証券の取得による支出 － △9,684

無形固定資産の取得による支出 △1,734 △1,241

長期貸付けによる支出 △4,800 △4,930

長期貸付金の回収による収入 5,166 4,824

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 △1,443

投資活動によるキャッシュ・フロー △296,996 66,074
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（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

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） 200,000 100,000

長期借入れによる収入 270,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △150,018 △193,553

配当金の支払額 － △140,830

社債の発行による収入 243,778 196,331

社債の償還による支出 △255,900 △151,300

自己株式の取得による支出 △130,355 －

その他の支出 △12,835 －

その他の収入 － 88

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,669 △39,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30,976 195,080

現金及び現金同等物の期首残高 852,932 852,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 883,909 1,047,417
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該当事項はありません。 

  

平成22年２月10日開催の取締役会において、平成21年12月31日を基準日とする配当を行うことを決議

し、平成22年３月12日を効力発生日とする配当を行いました。この結果、その他の資本剰余金が

148,060千円減少し、当第３四半期連結会計期間末におけるその他資本剰余金は、190,167千円となって

おります。 

  

  

  

  

  

(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
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