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1. 平成26年12月期第3四半期の連結業績（平成25年12月21日～平成26年9月20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）

営業収益 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 ％

26年12月期第3四半期 3,281 △5.2 329 △30.9 333 △36.3 194 △38.0
25年12月期第3四半期 3,459 △0.9 476 △30.1 522 △27.8 313 △25.7

（注）包括利益 26年12月期第3四半期 230百万円 （△29.9％） 25年12月期第3四半期 328百万円 （△22.1％）

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

26年12月期第3四半期 26.73 ―
25年12月期第3四半期 42.54 42.51

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年12月期第3四半期 8,215 6,908 84.1
25年12月期 8,294 6,889 83.1
（参考）自己資本 26年12月期第3四半期 6,908百万円 25年12月期 6,889百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
   平成26年12月期第2四半期末配当金の内訳    普通配当 5円00銭   記念配当 5円00銭 
   平成26年12月期期末配当金（予想）の内訳     普通配当 5円80銭   記念配当 5円00銭 

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

25年12月期 ― 7.20 ― 9.60 16.80
26年12月期 ― 10.00 ―
26年12月期（予想） 10.80 20.80

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成25年12月21日～平成26年12月20日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

営業収益 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 4,488 △4.3 517 △31.9 527 △35.8 316 △35.9 43.50



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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）２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年12月期3Q 7,398,000 株 25年12月期 7,398,000 株
② 期末自己株式数 26年12月期3Q 164,945 株 25年12月期 22,945 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期3Q 7,272,442 株 25年12月期3Q 7,363,747 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融政策を背景に企業収益や設備投資

の改善が見られ、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、個人消費は消費増税の駆け込み 

需要による上昇はあったもののその反動が長引き、先行きは不透明な状況にあります。 

 このような中、当社グループは当連結会計年度を将来の飛躍のための準備期間と位置づけ、当第３四 

半期連結累計期間には新規事業の開発、育成等に積極的に取り組みました。同時に新聞折込求人誌、住

宅情報誌及びクーポンインフリーペーパーの一部休刊を実施するなど事業内容の見直しを行い、効率の

向上、企業体質の改善に努めました。この結果、営業収益は32億８千１百万円（前年同期比5.2％減） 

となり、営業利益は３億２千９百万円（前年同期比30.9％減）、経常利益は３億３千３百万円（前年同

期比36.3％減）、四半期純利益は１億９千４百万円（前年同期比38.0％減）となりました。 

 なお、当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、開示情報としての重要性が 

乏しいため、セグメント情報の記載は省略しております。  

  

当第３四半期連結会計期間の総資産は前連結会計年度から７千９百万円減少し、82億１千５百万円と

なりました。流動資産は前連結会計年度から２億３百万円減少し、51億９千１百万円となりました。こ

の主な要因は、現金及び預金の減少１億９千９百万円及び受取手形及び売掛金の減少２千２百万円等に

よるものであります。固定資産は前連結会計年度から１億２千４百万円増加し、30億２千３百万円とな

りました。これは主に、取得等による建物及び構築物の増加６千２百万円及び投資その他の資産その他

の増加７千６百万円等によるものであります。 

 負債総額は前連結会計年度から９千８百万円減少し、13億６百万円となりました。流動負債は前連結

会計年度から１億２千２百万円減少し、９億６千万円となりました。これは主に、未払法人税等の減少

１億５千６百万円、未払金の減少１億１百万円及び賞与引当金の増加８千５百万円並びにその他の増加

５千９百万円等によるものであります。固定負債は前連結会計年度から２千４百万円増加し、３億４千

６百万円となりましたが、この主な要因はその他の増加１千９百万円等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度から１千８百万円増加し、69億８百万円となり、この結果、自己資本比率は

84.1%となりました。 

  

平成26年１月17日の「平成25年12月期 決算短信」で公表した平成26年12月期の連結業績予想を修正

しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参考くださ

い。  

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

㈱ＫＧ情報（2408）平成26年12月期　第3四半期決算短信

2



  

該当事項はありません。  

  

税金費用の計算  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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効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

算しております。 

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成25年12月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,832,208 4,632,545

受取手形及び売掛金 514,513 491,999

製品 3,963 8,883

仕掛品 1,068 428

原材料及び貯蔵品 12,391 15,901

その他 34,286 46,017

貸倒引当金 △3,076 △3,795

流動資産合計 5,395,354 5,191,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 680,775 743,634

機械装置及び運搬具（純額） 245,073 223,091

土地 1,600,852 1,601,238

その他（純額） 28,466 37,875

有形固定資産合計 2,555,168 2,605,839

無形固定資産   

その他 22,327 21,692

無形固定資産合計 22,327 21,692

投資その他の資産   

その他（純額） 323,138 399,483

貸倒引当金 △1,110 △3,488

投資その他の資産合計 322,027 395,994

固定資産合計 2,899,522 3,023,526

資産合計 8,294,877 8,215,506

負債の部   

流動負債   

買掛金 111,594 110,373

未払金 434,773 332,801

未払法人税等 205,332 48,741

前受金 282,105 274,407

賞与引当金 1,564 86,763

その他 47,515 107,267

流動負債合計 1,082,886 960,353

固定負債   

退職給付引当金 64,704 64,849

役員退職慰労引当金 210,101 210,101

資産除去債務 34,855 39,428

その他 12,490 32,210

固定負債合計 322,152 346,590

負債合計 1,405,038 1,306,944
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年12月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年９月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,705 983,705

利益剰余金 4,839,020 4,890,252

自己株式 △8,016 △76,744

株主資本合計 6,824,745 6,807,249

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 65,093 101,312

その他の包括利益累計額合計 65,093 101,312

純資産合計 6,889,839 6,908,562

負債純資産合計 8,294,877 8,215,506
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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24年12月21日 
 至 平成25年９月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月21日 
 至 平成26年９月20日) 

営業収益 3,459,777 3,281,352

営業原価 2,585,933 2,554,911

営業総利益 873,843 726,441

販売費及び一般管理費 397,023 397,045

営業利益 476,820 329,396

営業外収益   

受取利息 3,587 3,740

受取配当金 1,942 2,354

前受金期間経過収入 33,295 8,389

その他 14,781 13,856

営業外収益合計 53,606 28,340

営業外費用   

固定資産除却損 2,950 18,962

その他 4,500 5,702

営業外費用合計 7,450 24,664

経常利益 522,976 333,072

税金等調整前四半期純利益 522,976 333,072

法人税等 209,734 138,709

少数株主損益調整前四半期純利益 313,241 194,363

四半期純利益 313,241 194,363
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年12月21日 
 至 平成25年９月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月21日 
 至 平成26年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 313,241 194,363

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,579 36,218

その他の包括利益合計 15,579 36,218

四半期包括利益 328,820 230,582

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 328,820 230,582

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

（３）四半期連結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）

（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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