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

21年12月期第3四半期 2,976 ― 16 ― 50 ― △81 ―

20年12月期第3四半期 3,977 2.3 468 △20.1 481 △21.2 272 △28.5

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

21年12月期第3四半期 △11.10 ―

20年12月期第3四半期 37.00 36.75

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

21年12月期第3四半期 6,522 5,076 77.7 699.26
20年12月期 6,983 5,243 75.0 713.57

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  5,069百万円 20年12月期  5,236百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

20年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年12月期 ― 5.00 ―

21年12月期 
（予想）

5.00 10.00

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 4,255 △19.5 217 △64.7 250 △60.6 16 △96.6 2.27

株式会社ＫＧ情報 
管理本部　〒700-0976　岡山市北区辰巳20-113　TEL.086-241-5522  FAX.086-244-4911  http：//www.kg-net.co.jp

1



4.  その他 

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

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

(3) 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（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もの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき将来予測を判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績
等は、状況の変化等により上記予想と異なる場合があります。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 7,398,000株 20年12月期  7,398,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  148,368株 20年12月期  59,268株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 7,309,539株 20年12月期第3四半期 7,358,403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、長引く景気低迷の影響により、引き続き厳しい状

況で推移しました。 

 このような中、当社グループは求人関連情報における社員専門求人情報誌の発行、新聞折込求人紙の

エリア拡大及び統廃合による効率の見直し、住宅関連情報のリニューアル及びエリア拡大、レジャー関

連情報及び住宅関連情報等の別冊の発行、求人関連情報、ライフ関連情報のＷＥＢサイトの増設及びリ

ニューアル等を進めるとともに、印刷内製化の推進等による印刷原価の抑制、広告宣伝費等の見直しに

よる販売費の抑制並びに人材教育の強化に努めましたが、特に求人市場の大幅な縮小の影響により、営

業収益は29億７千６百万円となり、営業利益が１千６百万円、経常利益は５千万円となりました。加え

て第２四半期に実施した繰延税金資産の一部取崩しに伴う法人税等調整額の計上により、四半期純損失

は８千１百万円となりました。 

 事業部門別営業収益の状況は次のとおりであります。 

求人関連情報につきましては、社員専門求人情報誌の発行及びエリア拡大、新聞折込求人紙「オリコ

ミアルパ」のエリア拡大及び統廃合による効率の見直し並びにＷＥＢサイトの増設等に取り組みました

が、景気低迷による雇用環境の悪化により営業収入は11億７千２百万円となりました。 

ライフ関連情報につきましては、住宅関連情報の賃貸情報に係るフリーペーパーからＷＥＢサイトへ

のシフト及び分譲売買情報誌のエリア拡大並びに働く女性を対象とした休日ナビゲートマガジンの創刊

とＷＥＢサイトの同時公開、住宅関連情報、レジャー関連情報及びクーポンインフリーペーパーの別冊

の発行等の施策を講じ、営業収入は16億７千２百万円となりました。 

その他につきましては、景気低迷によるソフトウェア開発事業に係る受注の減少及びフリーペーパー

共同配送事業における取扱情報誌の休刊、エリア縮小等により、営業収入は１億３千１百万円となりま

した。 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から４億６千万円減少し、65億２千２百万

円となりました。流動資産は、前連結会計年度末から２億３千６百万円減少し、32億３千５百万円となり

ました。この主な要因は、現金及び預金の増加額３億７千５百万円、受取手形及び売掛金の減少額１億８

千３百万円及び有価証券の減少額４億１千６百万円であります。固定資産は、前連結会計年度末から２億

２千３百万円減少し、32億８千７百万円となりました。これは主に減価償却等による有形固定資産の減少

額１億６千万円及び投資その他資産の減少額４千９百万円によるものであります。 

負債総額は、前連結会計年度末から２億９千３百万円減少し、14億４千６百万円となりました。流動負

債は、１億３千７百万円減少し、11億５千４百万円となりました。これは主に、未払金の減少額６千万

円、買掛金の減少額５千４百万円及び１年内返済予定の長期借入金の減少額３千万円等によるものであり

ます。固定負債は、前連結会計年度末から１億５千５百万円減少し、２億９千１百万円となりました。こ

の主な要因は、長期借入金の減少額１億６千６百万円及び役員退職慰労引当金の減少額１千１百万円並び

にその他の増加額２千２百万円によるものであります。 

純資産合計は、50億７千６百万円となり、自己資本比率は77.7%となりました。 

  
  

・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

（求人関連情報）

（ライフ関連情報）

（その他）

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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連結業績予想につきましては、平成21年７月30日の「平成21年12月期 第２四半期決算短信」及び７月

24日の「業績予想の修正及び繰延税金資産取崩しのお知らせ」で公表した業績予想から変更ありません。

  
  
  

該当事項はありません。 

  
  

1.簡便な会計処理 

簡便な会計処理については、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

2.通常の販売目的で所有するたな卸資産については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号 平成18年７月５日）を第１四半期連結会計期間より適用しております。 

 なお、これにより当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響はありません。    

  
  

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

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

(2) 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

(3) 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
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5【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21年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,350,525 1,975,335

受取手形及び売掛金 456,337 640,233

有価証券 400,345 817,269

製品 7,399 5,328

仕掛品 － 8,730

原材料及び貯蔵品 5,131 5,173

その他 27,256 35,327

貸倒引当金 △11,989 △15,663

流動資産合計 3,235,006 3,471,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 733,007 757,395

機械装置及び運搬具（純額） 653,732 779,458

土地 1,423,858 1,423,858

その他（純額） 59,667 70,401

有形固定資産合計 2,870,265 3,031,113

無形固定資産   

のれん 1,199 1,918

その他 83,381 95,843

無形固定資産合計 84,580 97,762

投資その他の資産   

その他（純額） 334,070 386,076

貸倒引当金 △1,336 △3,386

投資その他の資産合計 332,733 382,689

固定資産合計 3,287,579 3,511,564

資産合計 6,522,586 6,983,298

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,947 148,510

1年内返済予定の長期借入金 232,056 262,128

未払金 289,202 349,759

未払法人税等 31,975 33,883

前受金 465,874 439,388

賞与引当金 9,828 2,823

その他 31,939 56,258

流動負債合計 1,154,823 1,292,751

固定負債   

長期借入金 － 166,524
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月20日) 

退職給付引当金 57,391 57,406

役員退職慰労引当金 210,101 221,346

その他 23,961 1,638

固定負債合計 291,454 446,915

負債合計 1,446,277 1,739,666

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,604 983,604

利益剰余金 3,105,547 3,259,894

自己株式 △54,801 △31,667

株主資本合計 5,044,386 5,221,867

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,014 14,856

評価・換算差額等合計 25,014 14,856

新株予約権 6,908 6,908

純資産合計 5,076,308 5,243,632

負債純資産合計 6,522,586 6,983,298
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(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)

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

営業収益 2,976,698

営業原価 2,531,869

営業総利益 444,829

販売費及び一般管理費 428,137

営業利益 16,691

営業外収益  

受取利息 6,588

受取配当金 1,102

前受金期間経過収入 19,276

その他 14,560

営業外収益合計 41,528

営業外費用  

支払利息 3,312

不動産賃貸費用 2,936

その他 1,224

営業外費用合計 7,473

経常利益 50,746

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,613

補助金収入 10,781

特別利益合計 13,395

特別損失  

固定資産除却損 13,107

特別損失合計 13,107

税金等調整前四半期純利益 51,033

法人税等 132,189

四半期純損失（△） △81,155
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21年９月20日) 

営業収益 963,509

営業原価 810,425

営業総利益 153,084

販売費及び一般管理費 132,955

営業利益 20,129

営業外収益  

受取利息 1,659

受取配当金 262

前受金期間経過収入 14,825

その他 4,075

営業外収益合計 20,822

営業外費用  

支払利息 894

不動産賃貸費用 1,045

その他 469

営業外費用合計 2,408

経常利益 38,543

税金等調整前四半期純利益 38,543

法人税等 23,926

四半期純利益 14,616
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年９月20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 51,033

減価償却費 215,714

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,004

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,245

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,723

受取利息及び受取配当金 △7,691

支払利息 3,312

補助金収入 △10,781

固定資産除却損 9,132

売上債権の増減額（△は増加） 182,431

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,700

その他の流動資産の増減額（△は増加） 10,800

仕入債務の増減額（△は減少） △54,563

その他の流動負債の増減額（△は減少） △60,998

その他 2,437

小計 337,550

利息及び配当金の受取額 7,804

利息の支払額 △3,312

法人税等の支払額 △48,020

営業活動によるキャッシュ・フロー 294,021

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △38,299

無形固定資産の取得による支出 △11,866

投資有価証券の取得による支出 △5,010

差入保証金の差入による支出 △2,607

差入保証金の回収による収入 3,316

補助金の受取による収入 10,781

その他 △1,987

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,674

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △196,596

自己株式の取得による支出 △23,134

配当金の支払額 △70,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △290,080

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,734

現金及び現金同等物の期首残高 2,792,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,750,871
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

全セグメントの営業収益の合計、営業利益の合計額に占める情報関連事業の割合が、いずれも90％を

超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

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

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
  

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

海外営業収益がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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当第３四半期連結累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
   （注）１ 金額は、営業原価によっております。 

    ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

    ３ その他は、主にソフトウェアの開発事業、フリーペーパー共同配送事業及び他社印刷物の受注に係

      るものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間の申込実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
   （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 上記申込高には当第３四半期連結累計期間の申込金額を、申込残高には当第３四半期連結累計期間

      末現在の未掲載（今後掲載されるもの）の金額を記載しております。 

    ３ その他は、主にソフトウェアの開発事業に係るものであります。              

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

（1) 生産実績

事業部門の名称 金額（千円）

求人関連情報 1,041,537

ライフ関連情報 1,343,056

その他 147,275

合計 2,531,869

（2) 受注実績

事業部門の名称 申込高（千円） 申込残高（千円）

求人関連情報 982,084 567,693

ライフ関連情報 1,636,796 757,061

その他 69,688 －

合計 2,688,569 1,324,755
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当第３四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 
   （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ その他は、主にソフトウェアの開発事業、フリーペーパー共同配送事業及び他社印刷物の受注に係

      るものであります。 

    ３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、販売先が多岐にわたり、 

      販売実績が総販売実績の100分の10を上回る販売先がありませんので、記載を省略しております。 

    ４ 当社グループは輸出取引を行っておりません。  

  

当第３四半期連結累計期間の販売実績をエリア別に示すと、次のとおりであります。 

 
   （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ その他は、愛媛県、兵庫県、徳島県、高知県及び埼玉県並びに東京都他であります。 

  

（3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

求人関連情報 1,172,678

ライフ関連情報 1,672,926

その他 131,093

合計 2,976,698

エリア別 金額（千円）

岡山県 1,121,335

広島県 690,438

香川県 397,335

その他 767,588

合計 2,976,698
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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

（1) 第３四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年12月21日
至 平成20年９月20日)

金額(千円)

Ⅰ 営業収益 3,977,653

Ⅱ 営業原価 2,890,467

  営業総利益 1,087,185

Ⅲ 販売費及び一般管理費 618,537

  営業利益 468,648

Ⅳ 営業外収益 30,945

Ⅴ 営業外費用 17,750

  経常利益 481,843

Ⅵ 特別利益 15,092

Ⅶ 特別損失 1,083

  税金等調整前四半期純利益 495,852

  税金費用 223,565

  四半期純利益 272,286
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（2) 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年12月21日
至 平成20年９月20日)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 495,852

 ２ 減価償却費 246,088

 ３ 賞与引当金の増加額 34,294

 ４ 退職給付引当金の増加額 307

 ５ 役員退職慰労引当金の増加額 1,771

 ６ 貸倒引当金の減少額 △ 526

 ７ 受取利息及び受取配当金 △ 11,561

 ８ 支払利息 6,110

 ９ 為替差損 10,673

 10 企業立地奨励金等収入 △ 15,092

 11 固定資産除売却損 1,083

 12 売上債権の減少額 40,153

 13 たな卸資産の増加額 △ 419

 14 その他流動資産の増加額 △ 9,723

 15 仕入債務の減少額 △ 2,426

 16 その他流動負債の減少額 △ 75,762

 17 その他 2,232

    小計 723,055

 18 利息及び配当金の受取額 11,507

 19 利息の支払額 △ 5,780

 20 法人税等の支払額 △ 408,876

   営業活動によるキャッシュ・フロー 319,905

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 33,444

 ２ 有形固定資産の売却による収入 40

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △ 78,831

 ４ 差入保証金の払込による支出 △ 10,184

 ５ 差入保証金の返還による収入 3,234

 ６ 企業立地奨励金等の受入による収入 15,092

 ７ その他 △ 1,623

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 105,718

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △ 174,752

 ２ 株式の発行による収入 1,260

 ３ 自己株式の取得による支出 △ 14,500

 ４ 配当金の支払額 △ 69,646

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 257,638

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 7,866

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △ 51,317

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,693,166

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,641,848
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