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(百万円未満切捨て)

１．2019年12月期第１四半期の業績（2019年１月１日～2019年３月31日）

（１）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 ％

2019年12月期第１四半期 710 12.7 14 - 12 - 115 -

2018年12月期第１四半期 630 △6.4 △74 - △75 - △80 -
　

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

2019年12月期第１四半期 108.46 -

2018年12月期第１四半期 △75.43 -
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年12月期第１四半期 1,267 803 63.4

2018年12月期 1,103 691 62.6
(参考) 自己資本 2019年12月期第１四半期 803百万円 2018年12月期 691百万円

　

　

　

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

2018年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019年12月期 0.00

2019年12月期(予想) 0.00 0.00 51.84 51.84

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

(注) 2019年12月期第１四半期末配当金の内訳 記念配当 －円－銭 特別配当 －円－銭
　

　

３．2019年12月期の業績予想（2019年１月１日～2019年12月31日）

業績予想に関する序文
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) - - - - - - - - -

通期 2,900 103.7 30 - 30 - 110 - 103.66

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2019年12月期１Ｑ 1,100,620株 2018年12月期 1,100,620株

② 期末自己株式数 2019年12月期１Ｑ 39,454株 2018年12月期 39,430株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年12月期１Ｑ 1,061,186株 2018年12月期１Ｑ 1,061,190株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（１）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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期累計期間（2019年１月１日～2019年３月31日）におけるわが国経済は、設備投資の増加や雇用・所得環

境の改善が継続しており、穏やかな回復基調が継続されているものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海

外経済の動向と政策に関する不確実性と、金融資本市場の変動等の影響により先行きは不透明な状況が続いておりま

す。

当社の事業領域であるインターネット広告分野におきましては、堅調な成長を続けており、2018年のインターネット

広告費が前年比16.5％増の1兆7,589億円（㈱電通 2018年日本の広告費より）と伸長しております。

　このような環境下のもと、当社は事業の集中と選択を行い基盤事業である検索関連事業の強化を推進するため、商品

開発に加え、営業力の強化をを行ってまいりました。サービス面においては、インフルエンサーを活用したプロモーシ

ョンサービス等をリリースしております。デジタル面においては以前より「Buzz Crowd by GMO」を行なっておりました

が、リアルなプロモーションの意向も多く受けており、インフルエンサーを活用したプロモーションでの、キャスティ

ングを含めた企画の立案から実施までを、SNS広告に留まらず、デジタルメディアへの出演や、リアルの媒体も活用して

総合的に行う、プロモーションプランニングサービス「GMO Casting Management」を提供開始いたしました。これによ

り、お客様の幅広いニーズにお応えすることが可能となりました。

　以上により、当第１四半期累計期間における業績は、売上高710,470千円（前年同期比12.7％増）、営業利益14,580千

円（前年同期は74,025千円の営業損失）、経常利益12,467千円（前年同期は75,894千円の経常損失）となりました。ま

た、O2O事業における事業譲渡益を計上した結果、四半期純利益115,094千円（前年同期は80,044千円の四半期純損失）

となりました。

今期より当社は単一セグメントでの開示としてあるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期累計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ163,489千円増加し、1,267,204千円となりまし

た。主な変動要因は、現金及び預金が69,504千円増加（前事業年度末比13.6％増）及び、関係会社預け金が50,000千円

増加（前事業年度末比50.0％増）したことによるものであります。

（負債）

当第１四半期累計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ51,757千円増加し、464,135千円となりました。主

な変動要因は、未払法人税等が26,543千円増加（前事業年度は還付）したこと、未払消費税等が36,136千円増加（前事

業年度末は還付）及び買掛金の増加3,472千円増加（前事業年度末比1.2％増）したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期累計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ111,732千円増加し、803,068千円となりまし

た。主な変動要因は、繰越利益剰余金が115,094千円増加したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2019年12月期通期の業績予想に関しては、2019年２月８日の「2018年12月期 決算短信」で公表しました通期の業績予

想から変更ありません。

　なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって予想

数値と異なる場合があります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2018年12月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 512,885 582,389

売掛金 315,472 346,839

関係会社預け金 100,000 150,000

前払費用 26,352 31,203

その他 21,624 20,003

貸倒引当金 △5,135 △3,724

流動資産合計 971,200 1,126,712

固定資産

有形固定資産 11,212 10,855

無形固定資産 1,147 864

投資その他の資産

投資有価証券 77,433 84,587

関係会社株式 1,000 0

敷金 36,669 36,669

その他 5,050 7,515

投資その他の資産合計 120,153 128,772

固定資産合計 132,514 140,492

資産合計 1,103,714 1,267,204

負債の部

流動負債

買掛金 286,482 289,954

未払金 95,475 85,198

未払法人税等 - 26,543

その他 25,371 58,173

流動負債合計 407,329 459,869

固定負債

繰延税金負債 790 -

資産除去債務 4,258 4,266

固定負債合計 5,048 4,266

負債合計 412,378 464,135

純資産の部

株主資本

資本金 277,663 277,663

資本剰余金 267,663 267,663

利益剰余金 240,441 355,535

自己株式 △100,074 △100,122

株主資本合計 685,692 800,739

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,643 2,329

評価・換算差額等合計 5,643 2,329

純資産合計 691,336 803,068

負債純資産合計 1,103,714 1,267,204
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2018年１月１日
　至 2018年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 630,532 710,470

売上原価 493,647 521,071

売上総利益 136,885 189,398

販売費及び一般管理費 210,910 174,818

営業利益又は営業損失（△） △74,025 14,580

営業外収益

受取利息 38 17

雑収入 490 118

仮想通貨評価益 - 76

営業外収益合計 529 213

営業外費用

投資有価証券運用損 951 568

雑損失 1,446 918

為替差損 - 838

営業外費用合計 2,398 2,325

経常利益又は経常損失（△） △75,894 12,467

特別利益

事業譲渡益 - 127,369

特別利益合計 - 127,369

特別損失

投資有価証券評価損 840 -

関係会社株式評価損 - 999

特別損失合計 840 999

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △76,734 138,837

法人税、住民税及び事業税 206 22,404

法人税等調整額 3,103 1,338

法人税等合計 3,310 23,742

四半期純利益又は四半期純損失（△） △80,044 115,094
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)

　「当第１四半期累計期間（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりであります。

当第１四半期累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)

当社は、「アドテク事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　 （報告セグメントの変更等に関する事項）

　 従来、当社は、セグメント情報における報告セグメントを「アドテク事業」と「O2O事業」の２区分と

　 しておりましたが、当第１四半期累計期間より「アドテク事業」の単一セグメントに変更しております。

　 これは、当社における「O2O事業」の一部を2019年３月１日付で株式会社ヤプリへ事業譲渡したことに

　 伴い、当第１四半期累計期間より「O2O事業」が「アドテク事業」の附帯事業となったことによるもので

　 あります。

　 したがって、前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間におけるセグメント情報の記載を省略し

ております。

（追加情報）

　 （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期

　 会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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