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（百万円未満切捨て）

１．平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日 ～ 平成20年９月30日）
(1)連結経営成績
 ① 第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日 ～ 平成20年９月30日） （％表示は対前年同期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年12月期第３四半期 295,613 △7.6 2,248 △58.3 4,211 △37.9 2,590 △37.0
19年12月期第３四半期 319,858 3.1 5,389 △5.1 6,784 △8.3 4,109 △8.9

19年12月期 435,011 ― 7,134 ― 8,960 ― 5,350 ― 

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭
20年12月期第３四半期 58 32 58 30
19年12月期第３四半期 88 83 ――

19年12月期 116 40 ――

 ② 第３四半期連結会計期間（平成20年７月１日 ～ 平成20年９月30日） （％表示は対前年同期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年12月期第３四半期 95,023 △9.8 △ 82 ― 290 △82.4 227 △74.7
19年12月期第３四半期 105,298 9.3 1,401 △1.6 1,656 △7.7 900 △13.2

19年12月期 435,011 ― 7,134 ― 8,960 ― 5,350 ― 

(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
20年12月期第３四半期 201,183 111,682 55.0 2,529 49
19年12月期第３四半期 249,872 132,380 52.6 2,910 95

19年12月期 246,097 131,846 53.1 2,898 49

２．配当の状況

１株当たり配当金
（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
 19年12月期 10 00 32 00 42 00
 20年12月期 10 00 ――

20 00
 20年12月期（予想） ―― 10 00

　通期の配当予想に関する事項につきましては、本日平成20年11月12日公表の「平成20年12月期（第54期）配当予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日 ～ 平成20年12月31日）【参考】
（％表示は対前期増減率）

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 401,000 △7.8 2,700 △62.2 5,200 △42.0 2,400 △55.1 54 34

　通期業績予想につきましては、平成19年２月14日発表の予想に変更はありません。
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４．その他

（1）期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

（3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

 　（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年12月期第３四半期の個別業績（平成20年１月１日 ～ 平成20年９月30日）
(1)個別経営成績
 ① 第３四半期累計期間（平成20年１月１日 ～ 平成20年９月30日） （％表示は対前年同期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年12月期第３四半期 264,538 △8.1 2,250 △55.9 3,596 △45.1 2,232 △47.2
19年12月期第３四半期 287,707 2.3 5,098 0.3 6,546 0.1 4,227 3.8

19年12月期 387,860 ― 6,172 ― 8,009 ― 5,330 ― 

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭
20年12月期第３四半期 50 27
19年12月期第３四半期 91 40

19年12月期 115 97

 ② 第３四半期会計期間（平成20年７月１日 ～ 平成20年９月30日） （％表示は対前年同期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年12月期第３四半期 85,045 △9.3 179 △87.1 326 △78.9 211 △76.9
19年12月期第３四半期 93,776 8.3 1,384 6.5 1,547 △0.3 915 5.4

19年12月期 387,860 ― 6,172 ― 8,009 ― 5,330 ― 

(2)個別財政状態

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
20年12月期第３四半期 170,156 95,299 56.0 2,179 36
19年12月期第３四半期 217,144 115,026 53.0 2,550 92

19年12月期 213,901 114,240 53.4 2,533 55

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日 ～ 平成20年12月31日）【参考】
（％表示は対前期増減率）

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 358,500 △7.6 2,500 △59.5 4,100 △48.8 2,000 △62.5 45 29

　通期業績予想につきましては、平成19年２月14日発表の予想に変更はありません。

　※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績は記述されている
将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
　通期の業績予想に関する事項につきましては、本日平成20年11月12日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」
および５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結・個別業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
　また、通期の配当予想に関する事項につきましては、本日平成20年11月12日公表の「平成20年12月期（第54期）配当予
想の修正に関するお知らせ」および５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結・個別業績予想に関する定性的情報を
ご覧ください。
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【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 

当第３四半期連結累計期間(平成 20 年１月から平成 20 年９月)のわが国経済は、期初こそ輸出

に牽引された民需主導の緩やかな成長が持続したものの、米国サブプライムローン問題に端を発

した欧米金融市場のかつてないほどの混乱などの影響で、実体経済の先行き不安感が増すなか、

期中には企業収益の低下が見られはじめ、ついに景気はやや後退期に入ったものと思われます。 

国内広告業界におきましても、広告主のコミュニケーション投資が特にマス媒体において圧縮

され、コスト削減圧力が一層加速化するとともに、競争環境は厳しさを増しました。このような

経営環境のなか、当社グループは自らを「フューチャー・エージェンシー」と位置づけ、常にク

ライアントサイドに立ち 360°のタッチポイントを活用したコミュニケーションを提案すること

で一層複雑化・高度化する広告主ニーズに応えることに注力してまいりましたが、前述の厳しい

競争環境のなか、業績は振るいませんでした。 

 

当第３四半期連結累計期間の経営成績は次のとおりであります。 

 

（広告業セグメント） 

広告業セグメントにつきましては、グループの中核である当社単体において、交通・レジャ

ー、流通・小売、家庭用品、趣味・スポーツ用品、教育・医療サービス・宗教等の業種の広告

主からの出稿が増加しましたが、外食・各種サービス、金融・保険、化粧品・トイレタリーを

初めとした多くの業種の広告主からの出稿が減少しました。部門別ではアウト・オブ・ホーム

メディア部門、セールスプロモーション部門、マーケティング部門の売上が伸張しましたが、

他の部門では前年同期に比べ減収となり、当社単体の売上高は 2,645 億３千８百万円（前年同

期比 8.1％減）でありました。広告子会社においては、海外子会社が増収したものの、国内子

会社が減収したため、子会社総体として売上は前年実績をやや下回りました。以上の結果、当

第３四半期連結累計期間の同セグメントの外部顧客に対する売上高は 2,898 億４千２百万円

（前年同期比 7.6％減）でありました。このうち、当第３四半期３ヵ月間の売上高は 933 億５

千８百万円（前年同期比 9.6％減）でありました。 

 

利益面におきましては、当社単体において、一部の支社が増収し、メディアバイイングビジ

ネスの収益性が向上しましたが、全体として減収であったことなどにより、売上総利益は 287

億７千万円（前年同期比 4.9％減）でありました。販売費の節減に努めましたが、人件費の抑

制が不十分に終わり販売費及び一般管理費が増加し、当社単体の営業利益は 22 億５千万円（前

年同期比 55.9％減）でありました。このうち、当第３四半期３ヵ月間の営業利益は１億７千９

百万円（前年同期比 87.1％減）でありました。広告子会社においては、上述のとおり国内子会
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社の減収が影響し、貢献度が限定的でした。以上の結果、同セグメントの営業利益は 25 億８千

２百万円（セグメント間消去前、前年同期比 54.6％減）でありました。このうち、当第３四半

期３ヵ月間の営業利益は１億４千９百万円（前年同期比 89.9％減）でありました。 

 

（その他の事業セグメント） 

書籍出版・販売部門におきましては、書籍市場全体が伸び悩む中、売上高は前年同期を下回

りました。経費の圧縮幅が売上総利益の減少幅に追いつかなかったことなどにより、営業損失

を計上しました。以上の結果、同部門の外部顧客に対する売上高は 57 億７千１百万円（前年同

期比 6.9％減）、営業損失３億３千１百万円（前年同期は２億９千万円の営業損失）を計上しま

した。このうち、当第３四半期３ヵ月間において、外部顧客に対する売上高 16 億６千４百万円

（前年同期比 19.0％減）、営業損失２億３千１百万円（前年同期は８千５百万円の営業損失）

を計上しました。 

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 2,956 億１千３百万円（前年同期比 7.6％

減）、売上総利益は 359 億６千６百万円（前年同期比 4.9％減）、販売費及び一般管理費は 337 億

１千７百万円（前年同期比 4.0％増）となり、営業利益は 22 億４千８百万円（前年同期比 58.3％

減）でありました。持分法適用会社については、インターネット広告メディアレップである、デ

ジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（単体）が堅調に増収・増益し、さらに情

報処理サービス業を営む関連会社も増益した結果、持分法による投資利益は４億７千４百万円（前

年同期は２億８百万円の損失）を計上しました。経常利益は 42億１千１百万円（前年同期比 37.9％

減）でありました。主に当中間期までに投資有価証券の売却や減損処理等を行った結果、特別利

益 16 億７千６百万円、特別損失 15 億３千９百万円を計上しました。税金等調整前四半期純利益

は 43 億４千７百万円（前年同期比 44.6％減）、四半期純利益は 25 億９千万円（前年同期比 37.0％

減）でありました。 

 

なお、当第３四半期３ヵ月間においては、連結売上高は 950 億２千３百万円（前年同期比 9.8％

減）、売上総利益は 110 億７千１百万円（前年同期比 9.4％減）、販売費及び一般管理費は 111 億

５千４百万円（前年同期比 3.1％増）であり、広告事業部門営業利益の減益と書籍出版・販売部

門の営業損失のため、営業損失８千２百万円（前年同期は 14 億１百万円の営業利益）を計上しま

した。持分法による投資利益は１億６千９百万円（前年同期は５千２百万円の損失）でありまし

た。経常利益は２億９千万円（前年同期比 82.4％減）でありました。特別利益１億１千２百万円、

特別損失２百万円を計上しました。税金等調整前四半期純利益は４億円（前年同期比 76.9％減）、

四半期純利益は２億２千７百万円（前年同期比 74.7％減）でありました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

前第３四半期末（平成 19 年９月 30 日）と比較した当第３四半期末の財政状態は以下のとおり

です。資産合計は、おもに減収に伴う売上債権とたな卸資産の減少および投資有価証券の処分・

償還ならびに時価下落などにより、486 億８千９百万円減少し、2,011 億８千３百万円でありまし

た。負債合計は、減収に伴う仕入債務の縮少に加え、前述の投資有価証券の時価下落により繰延

税金負債が減少したことなどにより、279 億９千１百万円減少し、895 億円でありました。株主還

元政策の一環として、当第３四半期連結累計期間に取締役会の決議により自己株式 1,360,600 株

を 43 億３千４百万円で買受け、当第３四半期末の自己株式は 45 億４千５百万円（決済ベース）

でありました。少数株主持分は 10 億７千２百万円となり、それを含む純資産合計額は 1,116 億８

千２百万円でありました。純資産比率は 55.5％でありました。 

 

３．連結・個別業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済の見通しは、海外の金融市場の混乱が実体経済に影響し景気の停滞が懸念さ

れ、さらに急速な円高のため輸出が伸び悩み、ひいては企業業績と個人消費が停滞し、当面景気

が後退するものと予想されます。そのため、企業のコミュニケーション投資の停滞が今しばらく

継続するものと思われます。 

このような厳しい環境下、当社では役職員一丸となって業績の回復に努めますが、当第３四半

期の実績を踏まえ、当社連結・単体の通期業績予想としましては、それぞれ８月 12 日、８月４日

発表の予想を再度修正し、下表のとおりといたします。１株当たり予想当期連結純利益は 54 円

34 銭であります。配当性向 35％での１株当たり年間配当金予想額は 19 円となりますが、これは

年間配当額の下限である 20 円を下回ることから、１株当たり年間配当金は 20 円に修正いたしま

す。 

 

当期の業績予想数値の修正（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 

(連結) 

 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

（円） 

前 回 発 表 予 想         （Ａ） 407,500 4,700 7,450 4,400 99.20 

今 回 修 正 予 想         （Ｂ） 401,000 2,700 5,200 2,400 54.34 

増  減  額       （Ｂ－Ａ） △6,500 △2,000 △2,250 △2,000 △44.86 

増 減 率            △1.6% △42.6% △30.2% △45.5% △45.2% 

（ご参考） 

前期実績（平成19年12月期） 
435,011 7,134 8,960 5,350 116.40 

（１株当たり当期純利益を除く金額の単位：百万円） 
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【54_3Q】②(11.11_19 時版)2008_IR_定性情報.DOC                2008 年 11 月 12 日 11 時 11 分 37 秒 

 

（個別） 

 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

（円） 

前 回 発 表 予 想         （Ａ） 360,800 4,200 6,100 3,600 81.16 

今 回 修 正 予 想         （Ｂ） 358,500 2,500 4,100 2,000 45.29 

増  減  額       （Ｂ－Ａ） △2,300 △1,700 △2,000 △1,600 △35.87 

増 減 率            △0.6% △40.5% △32.8% △44.4% △44.2% 

（ご参考） 

前期実績（平成19年12月期） 
387,860 6,172 8,009 5,330 115.97 

（１株当たり当期純利益を除く金額の単位：百万円） 

 

配当予想修正の内容 

 1 株当たり配当金（円） 

基     準     日 中間期末 期末 年間 

前 回 予 想 

(平成 20 年８月 12 日発表) 
10.00 25.00 35.00 

今 回 修 正 予 想  10.00 20.00 

当 期 実 績 10.00   

前期(平成 19 年 12 月期)実績 10.00 32.00 42.00 

※ 平成 20 年 12 月期（第 54 期）の中間配当金につきましては、平成 20 年９月 16 日に１株に

つき 10 円をお支払いいたしました。 

 

なお、８月 14 日に発表した最大 100 万株あるいは 35 億円までの自己株式取得を現在継続して

実行しております。上記の連結・個別 1 株当たり当期純利益予想額の算出に用いた期中平均株式

数は、この自己株式取得の効果を勘案して算定しております。また、この自己株式取得が完了し

た際には現金配当と自己株式取得を合わせた総株主還元は約 280％となる見込みであります。 

 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

四半期財務諸表における税金費用の計算にあたっては、税金等調整前四半期純利益に年間予

測税率を乗じた金額を計上しております。 

（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

 (1)（要約）四半期連結貸借対照表 

  

前第３四半期末 

(平成19年９月30日) 

当第３四半期末 

(平成20年９月30日) 
増  減 

（参考） 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金  23,597 19,780   22,863

 ２ 受取手形及び 
   売掛金 

 101,524 90,507   108,045

 ３ 有価証券  3,994 5,488   3,676

 ４ たな卸資産  12,778 11,771   9,037

 ５ その他  3,404 4,248   4,549

 ６ 貸倒引当金  △513 △556   △624

  流動資産合計  144,786 57.9 131,240 65.2 △13,546 △9.4  147,546 60.0

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産  3,889 1.6 4,302 2.2 412 10.6  3,866 1.6

 ２ 無形固定資産  1,142 0.5 1,247 0.6 104 9.1  1,063 0.4

 ３ 投資その他の 
資産 

    

  (1) 投資有価証券  89,846 54,522   83,720

  (2) その他  11,272 10,796   11,074

  (3) 貸倒引当金  △1,065 △924   △1,174

  投資その他の 
資産合計 

 100,053 40.0 64,393 32.0 △35,659 △35.6  93,620 38.0

  固定資産合計  105,086 42.1 69,943 34.8 △35,142 △33.4  98,550 40.0

  資産合計  249,872 100 201,183 100 △48,689 △19.5  246,097 100 
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前第３四半期末 

(平成19年９月30日) 

当第３四半期末 

(平成20年９月30日) 
増  減 

（参考） 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 支払手形及び 
   買掛金 

 89,480 74,029   87,417

 ２ 短期借入金  546 483   1,084

 ３ １年以内償還 
   予定社債 

 500 ―   ―

 ４ １年以内返済 
   予定長期借入金 

 49 68   48

 ５ 賞与引当金  1,529 1,630   679

 ６ 返品調整 
引当金 

 719 403   537

 ７ その他  9,124 8,143   10,129

  流動負債合計  101,950 40.8 84,758 42.1 △17,192 △16.9  99,896 40.6

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金  68 414   60

 ２ 退職給付 
   引当金 

 1,343 992   1,246

 ３ 役員退職慰労 
   引当金 

 682 1,031   694

 ４ その他  13,445 2,303   12,352

  固定負債合計  15,540 6.2 4,741 2.4 △10,799 △69.5  14,354 5.8

  負債合計  117,491 47.0 89,500 44.5 △27,991 △23.8  114,251 46.4
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ファイル名:【54_3Q】③連結ＢＳ.doc 更新日時:11/10/2008 8:02 PM 印刷日時:08/11/10 20:08 
 
 

前第３四半期末 

(平成19年９月30日) 

当第３四半期末 

(平成20年９月30日) 
増  減 

（参考） 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  37,581 37,581   37,581

２ 資本剰余金  40,607 20,024   20,024

３ 利益剰余金  50,660 52,621   51,901

４ 自己株式  △20,782 △4,545   △203

株主資本合計  108,067 43.3 105,681 52.5 △2,386 △2.2  109,303 44.4

Ⅱ 評価・換算 
差額等 

    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 22,256 4,735   20,304

２ 繰延ヘッジ 
  損益 

 △4 △6   1

３ 為替換算 
  調整勘定 

 942 199   1,085

評価・換算 
差額等合計 

 23,194 9.3 4,928 2.5 △18,265 △78.7  21,392 8.7

Ⅲ 少数株主持分  1,119 0.4 1,072 0.5 △46 △4.2  1,150 0.5

  純資産合計  132,380 53.0 111,682 55.5 △20,697 △15.6  131,846 53.6

負債純資産合計  249,872 100 201,183 100 △48,689 △19.5  246,097 100 
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 (2)（要約）四半期連結損益計算書 

  

前四半期連結累計期間 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年９月30日)

当四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年９月30日)

増  減 

（参考） 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日

 至 平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

Ⅰ 売上高 319,858 100 295,613 100 △24,244 △7.6  435,011 100 

Ⅱ 売上原価 282,050 88.2 259,647 87.8 △22,403 △7.9  383,257 88.1

   売上総利益 37,807 11.8 35,966 12.2 △1,841 △4.9  51,754 11.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

   

 １ 給与手当 16,292  17,491  23,812 

 ２ 賞与引当金 
   繰入額 

1,488  1,581  650 

 ３ 退職給付費用 1,371  1,397  1,866 

 ４ 賃借料 2,874  3,002  3,877 

 ５ その他 10,391 32,418 10.1 10,244 33,717 11.4 1,299 4.0 14,412 44,619 10.3

   営業利益 5,389 1.7 2,248 0.8 △3,140 △58.3  7,134 1.6

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 463  410  616 

 ２ 受取配当金 883  919  1,318 

 ３ 持分法による 
   投資利益 

―  474  ― 

 ４ その他 415 1,763 0.5 473 2,278 0.8 515 29.2 550 2,485 0.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 25  18  32 

 ２ 持分法による 
   投資損失 

208  ―  258 

 ３ 為替差損 ―  193  71 

 ４ その他 133 367 0.1 103 316 0.2 △51 △14.0 296 660 0.1

   経常利益 6,784 2.1 4,211 1.4 △2,573 △37.9  8,960 2.1
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前四半期連結累計期間 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年９月30日)

当四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年９月30日)

増  減 

（参考） 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日

 至 平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比
(％)

Ⅵ 特別利益 1,890 0.6 1,676 0.6 △213 △11.3  3,144 0.7

Ⅶ 特別損失 823 0.2 1,539 0.5 716 87.1  1,982 0.5

税金等調整前 
四半期(当期) 
純利益 

7,852 2.5 4,347 1.5 △3,504 △44.6  10,122 2.3

   税金費用 3,717 1.2 1,731 0.6 △1,986 △53.4  4,694 1.1

   少数株主利益 25 0.0 25 0.0 0 2.8  77 0.0

   四半期(当期) 
純利益 

4,109 1.3 2,590 0.9 △1,518 △37.0  5,350 1.2
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 (3)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前四半期連結累計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(百万円) 37,581 40,607 47,671 △12,973 112,886

当四半期連結累計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △1,258 ― △1,258

 四半期純利益 ― ― 4,109 ― 4,109

 自己株式の取得 ― ― ― △7,809 △7,809

 自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

 連結範囲の変動 ― ― 138 ― 138

 株主資本以外の項目の四半期 
連結累計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期連結累計期間中の 
変動額合計(百万円) ― 0 2,989 △7,808 △4,818

平成19年９月30日残高(百万円) 37,581 40,607 50,660 △20,782 108,067

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年12月31日残高(百万円) 26,676 1 774 27,452 1,048 141,387

当四半期連結累計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △1,258

 四半期純利益 ― ― ― ― ― 4,109

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △7,809

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0

 連結範囲の変動 ― ― ― ― ― 138

 株主資本以外の項目の四半期 
連結累計期間中の変動額(純額) △4,420 △5 168 △4,258 70 △4,188

当四半期連結累計期間中の 
変動額合計(百万円) △4,420 △5 168 △4,258 70 △9,007

平成19年９月30日残高(百万円) 22,256 △4 942 23,194 1,119 132,380
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当四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日残高(百万円) 37,581 20,024 51,901 △203 109,303

当四半期連結累計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △1,883 ― △1,883

 四半期純利益 ― ― 2,590 ― 2,590

 自己株式の取得 ― ― ― △4,343 △4,343

 自己株式の処分 ― △0 ― 1 1

 連結範囲の変動 ― ― 19 ― 19

 その他の利益剰余金減少高(注) ― ― △6 ― △6

 株主資本以外の項目の四半期 
連結累計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期連結累計期間中の 
変動額合計(百万円) ― △0 719 △4,342 △3,622

平成20年９月30日残高(百万円) 37,581 20,024 52,621 △4,545 105,681

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成19年12月31日残高(百万円) 20,304 1 1,085 21,392 1,150 131,846

当四半期連結累計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △1,883

 四半期純利益 ― ― ― ― ― 2,590

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △4,343

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 1

 連結範囲の変動 ― ― ― ― ― 19

 その他の利益剰余金減少高(注) ― ― ― ― ― △6

 株主資本以外の項目の四半期 
連結累計期間中の変動額(純額) △15,569 △8 △886 △16,463 △77 △16,540

当四半期連結累計期間中の 
変動額合計(百万円) △15,569 △8 △886 △16,463 △77 △20,163

平成20年９月30日残高(百万円) 4,735 △6 199 4,928 1,072 111,682

(注) その他の利益剰余金減少高は、中国の会計制度に基づく中国子会社の利益処分による積立金繰入額であります。 
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ファイル名:【54_3Q】④連結ＰＬ＆株主資本等.doc 更新日時:11/10/2008 8:02 PM 印刷日時:08/11/10 20:09 
 
 

（参考）前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(百万円) 37,581 40,607 47,671 △12,973 112,886

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △1,258 ― △1,258

 当期純利益 ― ― 5,350 ― 5,350

 自己株式の取得 ― ― ― △7,813 △7,813

 自己株式の処分 ― △20,583 ― 20,583 0

 連結範囲の変動 ― ― 138 ― 138

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
 (百万円) ― △20,583 4,230 12,770 △3,582

平成19年12月31日残高(百万円) 37,581 20,024 51,901 △203 109,303

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年12月31日残高(百万円) 26,676 1 774 27,452 1,048 141,387

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △1,258

 当期純利益 ― ― ― ― ― 5,350

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― △7,813

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0

 連結範囲の変動 ― ― ― ― ― 138

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) △6,372 0 311 △6,060 101 △5,959

連結会計年度中の変動額合計 
 (百万円) △6,372 0 311 △6,060 101 △9,541

平成19年12月31日残高(百万円) 20,304 1 1,085 21,392 1,150 131,846
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 (4)セグメント情報 

  [事業の種類別セグメント情報] 

   前四半期連結累計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(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 

313,655 6,202 319,858 ― 319,858

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

26 181 208 (208) ―

計 313,682 6,384 320,066 (208) 319,858

  営業費用 307,999 6,674 314,674 (205) 314,468

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

5,682 △290 5,391 (2) 5,389

 

   当四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(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 

289,842 5,771 295,613 ― 295,613

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

23 111 135 (135) ―

計 289,865 5,883 295,748 (135) 295,613

  営業費用 287,283 6,214 293,498 (133) 293,364

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

2,582 △331 2,250 (1) 2,248

 

   （参考）前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(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 

426,402 8,609 435,011 ― 435,011

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

37 221 258 (258) ―

計 426,439 8,830 435,270 (258) 435,011

  営業費用 419,299 8,835 428,134 (258) 427,876

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

7,139 △4 7,135 (0) 7,134
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６．（要約）四半期個別財務諸表 

 (1)（要約）四半期個別貸借対照表 

  

前第３四半期末 

(平成19年９月30日) 

当第３四半期末 

(平成20年９月30日) 
増  減 

（参考） 

前事業年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金  10,604 9,223   11,934

 ２ 受取手形  6,443 4,772   5,947

 ３ 売掛金  84,086 74,783   87,726

 ４ 有価証券  3,268 3,813   3,294

 ５ 制作支出金  8,495 7,628   5,705

 ６ その他  2,807 3,979   4,146

 ７ 貸倒引当金  △426 △457   △529

  流動資産合計  115,279 53.1 103,742 61.0 △11,536 △10.0  118,226 55.3

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産  1,853 0.8 1,692 1.0 △161 △8.7  1,788 0.8

 ２ 無形固定資産  1,041 0.5 1,105 0.6 64 6.2  967 0.5

 ３ 投資その他の 
資産 

    

  (1) 投資有価証券  90,488 55,393   84,452

  (2) その他  9,302 8,954   9,216

  (3) 貸倒引当金  △820 △732   △749

  投資その他の 
資産合計 

 98,970 45.6 63,615 37.4 △35,355 △35.7  92,918 43.4

  固定資産合計  101,865 46.9 66,413 39.0 △35,451 △34.8  95,675 44.7

  資産合計  217,144 100 170,156 100 △46,988 △21.6  213,901 100 

 

16

㈱アサツー ディ・ケイ（9747）　平成20年12月期　第３四半期財務・業績の概況



ファイル名:【54_3Q】⑥個別ＢＳ.doc 更新日時:11/10/2008 8:03 PM 印刷日時:08/11/10 20:16 
 
 

 

前第３四半期末 

(平成19年９月30日) 

当第３四半期末 

(平成20年９月30日) 
増  減 

（参考） 

前事業年度末 

(平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 支払手形  17,611 15,197   16,926

 ２ 買掛金  65,072 53,226   63,248

 ３ その他  4,899 3,444   6,143

  流動負債合計  87,582 40.3 71,868 42.2 △15,714 △17.9  86,318 40.4

Ⅱ 固定負債     

 １ 退職給付 
引当金 

 510 99   404  

 ２ 役員退職慰労 
   引当金 

 682 724   694

 ３ その他  13,341 2,164   12,243

  固定負債合計  14,535 6.7 2,988 1.8 △11,546 △79.4  13,342 6.2

  負債合計  102,117 47.0 74,856 44.0 △27,261 △26.7  99,661 46.6

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  37,581 37,581   37,581

２ 資本剰余金  40,607 20,024   20,024

３ 利益剰余金  36,331 37,783   37,433

４ 自己株式  △20,782 △4,545   △203

株主資本合計  93,738 43.2 90,843 53.4 △2,894 △3.1  94,836 44.3

Ⅱ 評価・換算 
差額等 

    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 21,293 4,462   19,402

２ 繰延ヘッジ 
  損益 

 △4 △6   1

評価・換算 
差額等合計 

 21,288 9.8 4,456 2.6 △16,832 △79.1  19,404 9.1

  純資産合計  115,026 53.0 95,299 56.0 △19,727 △17.2  114,240 53.4

負債純資産合計  217,144 100 170,156 100 △46,988 △21.6  213,901 100 
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 (2)（要約）四半期個別損益計算書 

 

前四半期累計期間 

(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期累計期間 

(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

増  減 

（参考） 
前事業年度 

(自 平成19年１月１日
 至 平成19年12月31日)科目 

金額 
(百万円) 

百分比
(％) 

金額 
(百万円)

百分比
(％) 

金額 
(百万円)

増減率 
(％) 

金額 
(百万円)

百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 287,707 100 264,538 100 △23,168 △8.1 387,860 100 

Ⅱ 売上原価 257,452 89.5 235,768 89.1 △21,684 △8.4 347,181 89.5

   売上総利益 30,254 10.5 28,770 10.9 △1,484 △4.9 40,678 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 25,155 8.7 26,519 10.0 1,363 5.4 34,506 8.9

   営業利益 5,098 1.8 2,250 0.9 △2,848 △55.9 6,172 1.6

Ⅳ 営業外収益 1,555 0.5 1,592 0.6 36 2.3 2,091 0.5

Ⅴ 営業外費用 107 0.0 245 0.1 137 127.7 254 0.1

   経常利益 6,546 2.3 3,596 1.4 △2,949 △45.1 8,009 2.0

Ⅵ 特別利益 1,985 0.7 1,523 0.6 △461 △23.3 3,376 0.9

Ⅶ 特別損失 836 0.3 1,176 0.5 339 40.6 1,955 0.5

   税金等調整前 
   四半期(当期) 
   純利益 

7,694 2.7 3,943 1.5 △3,751 △48.8 9,430 2.4

   税金費用 3,466 1.2 1,710 0.7 △1,756 △50.7 4,099 1.0

   四半期(当期) 
純利益 

4,227 1.5 2,232 0.8 △1,994 △47.2 5,330 1.4
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 (3)（要約）四半期株主資本等変動計算書 

   前四半期累計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 37,581 40,607 33,361 △12,973 98,576

当四半期累計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △1,258 ― △1,258

 四半期純利益 ― ― 4,227 ― 4,227

 自己株式の取得 ― ― ― △7,809 △7,809

 自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

 株主資本以外の項目の四半期 
 累計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期累計期間中の 
変動額合計(百万円) ― 0 2,969 △7,808 △4,838

平成19年９月30日残高(百万円) 37,581 40,607 36,331 △20,782 93,738

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 25,776 1 25,777 124,354 

当四半期累計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △1,258 

 四半期純利益 ― ― ― 4,227 

 自己株式の取得 ― ― ― △7,809 

 自己株式の処分 ― ― ― 0 

 株主資本以外の項目の四半期 
 累計期間中の変動額(純額) △4,483 △5 △4,489 △4,489 

当四半期累計期間中の 
変動額合計(百万円) △4,483 △5 △4,489 △9,328 

平成19年９月30日残高(百万円) 21,293 △4 21,288 115,026 
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   当四半期累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年12月31日残高(百万円) 37,581 20,024 37,433 △203 94,836

当四半期累計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △1,883 ― △1,883

 四半期純利益 ― ― 2,232 ― 2,232

 自己株式の取得 ― ― ― △4,343 △4,343

 自己株式の処分 ― △0 ― 1 1

 株主資本以外の項目の四半期 
 累計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

当四半期累計期間中の 
変動額合計(百万円) ― △0 349 △4,342 △3,992

平成20年９月30日残高(百万円) 37,581 20,024 37,783 △4,545 90,843

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年12月31日残高(百万円) 19,402 1 19,404 114,240 

当四半期累計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △1,883 

 四半期純利益 ― ― ― 2,232 

 自己株式の取得 ― ― ― △4,343 

 自己株式の処分 ― ― ― 1 

 株主資本以外の項目の四半期 
 累計期間中の変動額(純額) △14,940 △8 △14,948 △14,948 

当四半期累計期間中の 
変動額合計(百万円) △14,940 △8 △14,948 △18,941 

平成20年９月30日残高(百万円) 4,462 △6 4,456 95,299 
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   （参考）前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 37,581 40,607 33,361 △12,973 98,576

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △1,258 ― △1,258

 当期純利益 ― ― 5,330 ― 5,330

 自己株式の取得 ― ― ― △7,813 △7,813

 自己株式の処分 ― △20,583 ― 20,583 0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(百万円) ― △20,583 4,072 12,770 △3,740

平成19年12月31日残高(百万円) 37,581 20,024 37,433 △203 94,836

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(百万円) 25,776 1 25,777 124,354 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △1,258 

 当期純利益 ― ― ― 5,330 

 自己株式の取得 ― ― ― △7,813 

 自己株式の処分 ― ― ― 0 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △6,373 0 △6,373 △6,373 

事業年度中の変動額合計(百万円) △6,373 0 △6,373 △10,114 

平成19年12月31日残高(百万円) 19,402 1 19,404 114,240 
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