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Financial Highlights (Consolidated)

❏ Consolidated net sales for FY2021 came to ¥7,251 million, a significant decline of ¥3,863 million compared with 
the previous fiscal year, as advertising demand declined due to the impact of the novel coronavirus pandemic. The 
sales margin rapidly declined along with the rapid drop in demand, resulting in significant declines for income at 
each level, and the Group posted ¥310 million in net loss attributable to parent company shareholders.

(millions of yen)

FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

 Net sales 15,851 13,244 12,072 11,115 7,251
 Operating income 1,269 743 704 460 -290 
 Ordinary income 1,268 716 700 434 -268 
Net income (loss) attributable 
to parent company 
shareholders

831 504 434 31 -310 

Net sales (millions of yen) Ordinary income (millions of yen)

FY2017          FY2018             FY2019            FY2020           FY2021 FY2017              FY2018             FY2019             FY2020            FY2021 


財務ハイライト

														(millions of yen)

						FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				 Net sales		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 Operating income		1,269		743		704		460		-290 

				 Ordinary income		1,268		716		700		434		-268 

				Net income (loss) attributable to parent company shareholders		831		504		434		31		-310 

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３	月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127												ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		344

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382						＋		法人の還付 ホウジン カンプ		154

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97												ー		その他 タ		84

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		273

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		43

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4												＋		その他 タ		5

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29																				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		37

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		1,700

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		150

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		その他 タ		7

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		1,347

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23				その他 ホカ		▲137		145

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





										　(単位：百万円）				前年 ゼンネン

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—

		　EPS		2.06円 エン		-43.19

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!



14p 資料使用データ



GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク				2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン				917		1,013						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン				395		519

														2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

														2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン		2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数				917		1,013				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価				395		519

														2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

														2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

														2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		ERROR:#DIV/0!



























顧客数	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	917	1013	顧客客単価	2020年3月時点	20	20年9月時点	2021年3月時点	395	519	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ



通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



連結業績予想



				2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ

				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		当期比 トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		13,244		12,000		▲9.4%

		営業利益 エイギョウリエキ		743		800		7.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		716		800		11.6%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		504		520		3.1%





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ
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FY2021 Income Statement (Consolidated)

<Breakdown by quarter>

❏ The pachinko parlor industry faced exceptional circumstances in which most pachinko parlors closed in response to requests from their respective 
prefectural governments based on the state of emergency declared by the government on April 7 (initially covering seven prefectures and expanded 
nationwide on April 16). This situation continued until the state of emergency was lifted incrementally from mid- to late-May, and had a serious impact on 
pachinko parlor-operating companies. 
❏ Further, pachinko parlors throughout Japan refrained from advertising aimed at attracting customers from March 2020, and demand for advertising 
declined significantly. Pachinko parlors resumed advertising in stages from June, and in July there were signs of normalization of activities at parlors 
aimed at attracting customers and demand for advertisement began to recover. However, advertising demand once again plummeted following a further 
state of emergency declaration in January 2021.
❏ Under such circumstances, the Group, in its mainstay advertising business, drafted various advertising plans that spell out safe and secure ways to use 
parlor facilities and pursued proposal activities based on these. The Group also focused on activities to acquire new customers in fields other than 
pachinko parlor advertising.
❏ As a result, net sales for FY2021 totaled ¥7,251 million (down 34.8% year on year). The Group posted an operating loss of ¥290 million (compared with 
operating income of ¥460 million in FY2020), ordinary loss of ¥268 million (compared with ordinary income of ¥434 million in FY2020) and net loss 
attributable to parent company shareholders of ¥310 million (compared with net income of ¥31 million in FY2020).

(millions of yen)

FY2021 % of total FY2020 % of total YoY comparison

Net sales 7,251 100.0% 11,115 100.0% 65.2%
Operating income (loss) -290 － 460 4.1% －
Ordinary income (loss) -268 － 434 3.9% －
Net income (loss) attributable
to parent company
shareholders

-310 － 31 0.3% －

1Q 2Q 3Q 4Q Total

Net sales 1,046 2,085 2,288 1,832 7,251
Operating income (loss) -346 2 94 -40 -290 
Ordinary income (loss) -346 2 108 -32 -268 
Net income (loss) attributable to 
parent company shareholders -355 -7 98 -46 -310 


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127												ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		344

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382						＋		法人の還付 ホウジン カンプ		154

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97												ー		その他 タ		84

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		273

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		43

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4												＋		その他 タ		5

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29																				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		37

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		1,700

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		150

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		その他 タ		7

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		1,347

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23				その他 ホカ		▲137		145

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												(millions of yen)

				FY2021		% of total		FY2020		% of total		YoY comparison

		Net sales		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		Operating income (loss)		-290 		－		460		4.1%		－

		Ordinary income (loss)		-268 		－		434		3.9%		－

		Net income (loss) attributable to parent company shareholders		-310 		－		31		0.3%		－





										　(単位：百万円）				前年 ゼンネン

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%
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11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	
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10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—

		　EPS		2.06円 エン		-43.19

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク				2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン				917		1,013						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン				395		519

														2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

														2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン		2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数				917		1,013				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価				395		519

														2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

														2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

														2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		ERROR:#DIV/0!



























顧客数	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	917	1013	顧客客単価	2020年3月時点	20	20年9月時点	2021年3月時点	395	519	
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



連結業績予想



				2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ

				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		当期比 トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		13,244		12,000		▲9.4%

		営業利益 エイギョウリエキ		743		800		7.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		716		800		11.6%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		504		520		3.1%





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ




財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127												ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		344

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382						＋		法人の還付 ホウジン カンプ		154

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97												ー		その他 タ		84

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		273

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		43

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4												＋		その他 タ		5

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29																				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		37

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		1,700

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		150

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		その他 タ		7

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		1,347

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23				その他 ホカ		▲137		145

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												(millions of yen)

				1Q		2Q		3Q		4Q		Total								第1四半期 ダイ シハンキ

		Net sales		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		Operating income (loss)		-346 		2		94		-40 		-290 						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		Ordinary income (loss)		-346 		2		108		-32 		-268 						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		Net income (loss) attributable to parent company shareholders		-355 		-7 		98		-46 		-310 						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—

		　EPS		2.06円 エン		-43.19

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク				2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン				917		1,013						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン				395		519

														2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

														2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン		2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数				917		1,013				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価				395		519

														2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

														2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

														2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		ERROR:#DIV/0!



























顧客数	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	917	1013	顧客客単価	2020年3月時点	20	20年9月時点	2021年3月時点	395	519	
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



連結業績予想



				2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ

				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		当期比 トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		13,244		12,000		▲9.4%

		営業利益 エイギョウリエキ		743		800		7.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		716		800		11.6%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		504		520		3.1%





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ





5

Breakdown by Business Segment

■ FY2021

■ Compared to FY2020

❏ While demand in each segment followed a recovery track from July to December, the impact, up 
to June, of the novel coronavirus pandemic was significant and that coupled with a further state of 
emergency declaration in January 2021, caused net sales of all segments to decline considerably in 
the fiscal year. Consolidated net sales declined ¥3,863 million year on year.

❏ The significant year-on-year change in Other is primarily due to the removal of GDLH Pte. Ltd. 
from the scope of consolidation through transfer of shares in the subsidiary, which operated the 
contract-based casino operation business in Southeast Asia.

(millions of yen)

Advertising Real Estate Other Adjustment Consolidated

Net sales -3,743 -62 -57 － -3,863 
Segment
income (loss) -859 -52 144 17 -750 

(millions of yen)

Advertising Real Estate Other Adjustment Consolidated

Net sales 7,187 57 7 － 7,251
Segment
income (loss) 18 15 -10 -314 -290 


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人税等の還付 ホウジン ゼイ トウ カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139						未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		▲114

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5																		ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得による支出 コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		58

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還による収入 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン シュウニュウ		100

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲140

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

																								有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

				（A）		（B）		（A）-（B）																無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														その他 ホカ		▲90		5

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)																-416

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-345

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-251

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-4

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																855

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																3513

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																ー

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																4368

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291





4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		18		15		▲10		▲314		▲290				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,169		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												(millions of yen)

				Advertising		Real Estate		Other		Adjustment		Consolidated

		Net sales		-3,743 		-62 		-57 		－		-3,863 						　(単位：百万円）

		Segment income (loss)		-859 		-52 		144		17		-750 				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲296		1,975		-15.0%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,786		7,169

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		33		18





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ		差異 サイ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168		▲12

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88		－

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256		▲12



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		—円 エン		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン		（　—円　） エン		（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	
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9p 資料使用データ



連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6
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折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ




財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人税等の還付 ホウジン ゼイ トウ カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139						未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		▲114

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5																		ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得による支出 コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		58

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還による収入 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン シュウニュウ		100

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲140

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

																								有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

				（A）		（B）		（A）-（B）																無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														その他 ホカ		▲90		5

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)																-416

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-345

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-251

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-4

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																855

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																3513

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																ー

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																4368

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291





4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												(millions of yen)										　(単位：百万円）

				Advertising		Real Estate		Other		Adjustment		Consolidated				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		Net sales		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		Segment income (loss)		18		15		-10 		-314 		-290 				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,169		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲859		▲52		144		17		▲750				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲296		1,975		-15.0%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,786		7,169

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		33		18





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ		差異 サイ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168		▲12

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88		－

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256		▲12



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		—円 エン		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン		（　—円　） エン		（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!



14p 資料使用データ



GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ



連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ





6

FY2021 Segment Income (Advertising)

<Breakdown by quarter

External environment>
❏ In response to the business suspension requests by respective prefectural governments based on the state of emergency declaration, most pachinko 
parlors suspended business operations till mid- to late-May. Further, advertising demand declined dramatically due to nationwide suspension of advertising 
aimed at attracting customers.
❏ Advertising demand in the fitness facility field also remained slow as fitness facilities suspended operations in quick succession.
❏ Advertising activities resumed in stages from June and advertising demand showed a recovery trend, but the recovery was limited to 80% of the demand 
during normal times.
❏ Advertising demand again plummeted following the further state of emergency declaration in January 2021. The business environment was extremely 
difficult throughout the fiscal year.
The Group’s approach>
❏ Developed a system to ensure the stable provision of necessary services following the shift to teleworking.
❏ Gathered client information and drafted and promoted new services such as a video ad service, with an eye to resumption of advertising activities. 
❏ Pursuing acquisition of new customers other than pachinko parlor operators, primarily outside the greater Tokyo area.
❏ Consolidated sales bases, responded to new working styles, and reduced indirect costs. 
Result>
❏ The decline in demand in the advertising field due to the effect of the novel coronavirus pandemic had a significant impact and segment net sales declined 
34.2% year on year to ¥7,187 million and segment income fell 97.9% year on year to ¥18 million.

　(millions of yen)

Advertising FY2021 FY2020 YoY comparison

Net sales 7,187 10,930 65.8%
Operating expense 7,159 10,052 71.2%
Segment income (loss) 18 878 2.1%

(millions of yen)

Advertising 1Q 2Q 3Q 4Q Total

Net sales 1,036 2,065 2,267 1,819 7,187
Operating expense 1,282 1,993 2,108 1,786 7,169
Segment income (loss) -246 72 159 33 18


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人税等の還付 ホウジン ゼイ トウ カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139						未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		▲114

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5																		ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得による支出 コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		58

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還による収入 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン シュウニュウ		100

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲140

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

																								有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

				（A）		（B）		（A）-（B）																無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														その他 ホカ		▲90		5

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)																-416

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-345

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-251

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-4

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																855

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																3513

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																ー

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																4368

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291





4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		18		15		▲10		▲314		▲290				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,169		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲859		▲52		144		17		▲750				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲296		1,975		-15.0%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%
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セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(millions of yen)																　(単位：百万円）

				Advertising		FY2021		FY2020		YoY comparison						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				Net sales		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				Operating expense		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,786		7,169

				Segment income (loss)		18		878		2.1%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		33		18





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		FY2021		FY2020		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ		差異 サイ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168		▲12

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88		－

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256		▲12



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	
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経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		—円 エン		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン		（　—円　） エン		（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	
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連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ




財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人税等の還付 ホウジン ゼイ トウ カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139						未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		▲114

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5																		ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得による支出 コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		58

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還による収入 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン シュウニュウ		100

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲140

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

																								有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

				（A）		（B）		（A）-（B）																無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														その他 ホカ		▲90		5

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)																-416

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-345

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-251

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-4

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																855

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																3513

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																ー

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																4368

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291





4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		18		15		▲10		▲314		▲290				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,169		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲859		▲52		144		17		▲750				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲296		1,975		-15.0%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																(millions of yen)

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						Advertising		1Q		2Q		3Q		4Q		Total

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						Net sales		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						Operating expense		1,282		1,993		2,108		1,786		7,169

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%						Segment income (loss)		-246 		72		159		33		18





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ		差異 サイ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168		▲12

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88		－

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256		▲12



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	
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10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		—円 エン		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン		（　—円　） エン		（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	
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連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	
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P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	
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FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ
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Sales Breakdown (Advertising)

<Sales breakdown>

(millions of yen)

FY2021 % of total FY2020 % of total YoY comparison

Newspaper fliers 2,741 38.1% 4,256 38.9% 64.4%
Internet 1,655 23.0% 2,447 22.4% 67.7%
Prmotional goods 1,012 14.1% 1,239 11.3% 81.7%
Advertising media 855 11.9% 1,439 13.2% 59.4%
Creative 454 6.3% 741 6.8% 61.4%
Other 467 6.5% 807 7.4% 57.9%

7,187 100.0% 10,930 100.0% 65.8%

❏ Sales in each category declined 
significantly year on year due to the impact of 
the novel coronavirus pandemic.
❏ As for the ratios of each item, the share of 
internet and promotional goods increased, as 
there were periods when earnings 
opportunities in the pachinko parlor 
advertising field were limited to promotional 
items for use inside parlors and recurring 
billing-type internet-based services, etc.

Promotional 
goods

Advertising 
media

Newspaper 
flyers Internet Creative Other

FY2021

FY2020


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127												ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		344

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382						＋		法人の還付 ホウジン カンプ		154

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97												ー		その他 タ		84

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		273

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		43

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4												＋		その他 タ		5

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29																				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		37

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		1,700

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		150

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		その他 タ		7

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		1,347

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23				その他 ホカ		▲137		145

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										(millions of yen)

																		FY2021		% of total		FY2020		% of total		YoY comparison		FY2021				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																Newspaper fliers		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																Internet		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																Prmotional goods		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																Advertising media		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																Creative		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																Other		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—

		　EPS		2.06円 エン		-43.19

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク				2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン				917		1,013						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン				395		519

														2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

														2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン		2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数				917		1,013				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価				395		519

														2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

														2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

														2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		ERROR:#DIV/0!



























顧客数	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	917	1013	顧客客単価	2020年3月時点	20	20年9月時点	2021年3月時点	395	519	
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6
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折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	
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2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



連結業績予想



				2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ

				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		当期比 トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		13,244		12,000		▲9.4%

		営業利益 エイギョウリエキ		743		800		7.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		716		800		11.6%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		504		520		3.1%





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ





8

Clients (Advertising)
❏ The number of client parlors and sales per client for the month of March 2020 declined 
significantly, as the parlors began refraining from advertising in response to the novel coronavirus 
pandemic.
❏ From July 2020 onward, advertising demand showed a recovery trend. However, the demand 
once again plummeted due to a further state of emergency declaration in January 2021 and both 
the number of client parlors and sales per client for the month of March 2021 remained weak.

Active clients As of Mar 2019 As of Sep 2019 As of Mar 2020 As of Sep 2020 As of Mar 2021

Client parlors*1 1,204 1,200 917 1,013 985
Average sales per client (1,000 yen)*２ 599 603 395 519 508
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顧客数 顧客客単価
Average sales 
per client
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財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人の還付 ホウジン カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		114

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得 コガイシャ カブシキ シュトク		58

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン		100

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		140

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!



14p 資料使用データ



GA(2)顧客・単価　期末







				Active clients		As of Mar 2019		As of Sep 2019		As of Mar 2020		As of Sep 2020		As of Mar 2021						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				Client parlors*1		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				Average sales per client (1,000 yen)*２		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ



連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6
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折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ





9

Employees (Advertising)

180 168 

88 88 
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販管費 【営業・管理】 売上原価 【クリエイティブ】

❏ Sales and administration: Sales bases and head 
office business units have been consolidated.

❏ As a result, the number of employees declined by 12 
compared with the end of FY2020.

(people)

End of Mar 2020 End of Mar 2021 Change

SG&A (sales, administration) 180 168 -12 

Cost of sales (creative) 88 88 －

Subtotal for advertising 268 256 -12 

Cost of sales (creative)SG&A (sales, 
administration)

End of Mar 2020 End of Mar 2021


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人の還付 ホウジン カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		114

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得 コガイシャ カブシキ シュトク		58

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン		100

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		140

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(people)

												End of Mar 2020		End of Mar 2021		Change

										SG&A (sales, administration)		180		168		-12 

										Cost of sales (creative)		88		88		－

										Subtotal for advertising		268		256		-12 



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















SG	&	A (sales, administration)	

End of Mar 2020	End of Mar 2021	180	168	Cost of sales (creative)	

End of Mar 2020	End of Mar 2021	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!



14p 資料使用データ



GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ



連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ
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FY2021 Segment Income (Real Estate)

❏ Regarding the lease income from the land held by the company for lease use in 
Kashiwa, Chiba Prefecture, we reduced the rent temporarily as the tenant suspended 
business operations following the declaration of a state of emergency. Also, we posted ¥10 
million in revenue from the transfer of lease brokerage properties.

❏ As a result, net sales of the Real Estate business declined 52.3% year on year to ¥57 
million and segment income fell 77.1% to ¥15 million.

(millions of yen)
Real Estate FY2021 FY2020 YoY comparison

Net sales 57 120 47.7%
Operating expenses 42 52 80.8%
Segment income 15 68 22.9%


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021	年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲117				＋		法人の還付 ホウジン カンプ		154

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		14										ー		その他 タ

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		117

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得 コガイシャ カブシキ シュトク		58

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン		100

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		14

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		140

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—

		　EPS		2.06円 エン		-43.19

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!



14p 資料使用データ



GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク				2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン				917		1,013						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン				395		519

														2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

														2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン		2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数				917		1,013				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価				395		519

														2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

														2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

														2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		ERROR:#DIV/0!



























顧客数	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	917	1013	顧客客単価	2020年3月時点	20	20年9月時点	2021年3月時点	395	519	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ



通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.2067075	1370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％
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連結業績予想



				2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ

				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		当期比 トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		13,244		12,000		▲9.4%

		営業利益 エイギョウリエキ		743		800		7.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		716		800		11.6%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		504		520		3.1%





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%
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品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	
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FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	

2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	

9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	

（千台）

ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	

100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	

9p 資料使用データ

9p 資料使用データ
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FY2021 Balance Sheet (Consolidated)

❏ Net assets decreased ¥509 million 
mainly due to the recording of ¥310 
million in net loss and dividend payment 
of ¥195 million for the previous fiscal 
year.

❏ Total liabilities increased by ¥22 
million mainly due to a ¥62 million 
increase in long-term borrowings 
(including those due within a year).

❏ Total assets declined ¥486 million 
mainly due to a decline of ¥243 million in 
cash and cash equivalents and a decline 
of ¥139 million in income taxes 
receivable. 

　(millions of yen)

End of FY2020 End of  FY2021 Change

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）-（Ａ）

Cash and cash equivalents 4,052 3,808 -243
Notes and accounts receivable 980 973 -6
Income taxes receivable 153 13 -139
Other current assets 83 349 266
Tangible fixed assets 630 599 -31
Intangible fixed assets 76 111 34
Investment and other assets 821 454 -366

Total assets 6,797 6,310 -486
Accounts payable 489 501 12
Short-term borrowings
(incl. long-term borrowings due within a year) 200 575 375
Accrued income taxes 39 39 0
Other current liabilities 202 148 -53
Long-term borrowings 600 287 -312
Other fixed liabilities 35 35 0

Total liabilities 1,565 1,588 22
Shareholders' equity 5,228 4,722 -506
Other -4 0 5
Non-controlling interests 7 － -7

Total net assets 5,231 4,722 -509
Total liabilities and net assets 6,797 6,310 -486


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(millions of yen)								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								End of FY2020		End of  FY2021		Change						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						Cash and cash equivalents		4,052		3,808		-243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人の還付 ホウジン カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						Notes and accounts receivable		980		973		-6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139						Income taxes receivable		153		13		-139				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		114

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266						Other current assets		83		349		266				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						Tangible fixed assets		630		599		-31				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						Intangible fixed assets		76		111		34				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得 コガイシャ カブシキ シュトク		58

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						Investment and other assets		821		454		-366				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン		100

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						Total assets		6,797		6,310		-486				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						Accounts payable		489		501		12				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						Short-term borrowings
(incl. long-term borrowings due within a year)		200		575		375				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						Accrued income taxes		39		39		0				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						Other current liabilities		202		148		-53				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						Long-term borrowings		600		287		-312				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						Other fixed liabilities		35		35		0				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						Total liabilities		1,565		1,588		22				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		140

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						Shareholders' equity		5,228		4,722		-506				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		その他 タ		▲4		0		5						Other		-4		0		5				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						Non-controlling interests		7		－		-7				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						Total net assets		5,231		4,722		-509				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						Total liabilities and net assets		6,797		6,310		-486				定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

																								有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

				（A）		（B）		（A）-（B）																無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														その他 ホカ		▲90		5

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)																-416

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-345

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-251

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-4

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																855

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																3513

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																ー

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																4368

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291





4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ		差異 サイ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168		▲12

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88		－

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256		▲12



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	
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8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	
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連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6
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折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.4082390381895	3322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	

1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	



2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	









9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	





（千台）



ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	







100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	





店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	
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FY2021 Cash Flow Statement (Consolidated)

❏ Cash and cash equivalents decreased ¥243 million 
to ¥3,802 million in FY2021.

　(millions of yen)

End of FY2020 End of FY2021

Net income (loss) before income tax 127 -268
Cash flow from operations 382 -114
Cash flow from investing activities 97 11
Cash flow from financing activities -796 -140
Cash and cash equivalents at the 
end of the period 4,046 3,802

ー Net loss before income taxes 268
＋ Refund of income taxes 139
＋ Other 15

Cash flow from operations -114

ー
Payment for purchase of 
tangible/intangible fixed assets 51

ー
Payment for acquisition of 
shares of subsidiary 58

＋

Proceeds from sales and 
redemption of investment 
securities 100

＋ Other 20
Cash flow from investing 
activities 11

＋ Borrowings 300
ー Repayment of borrowings 237
ー Dividends paid 195
ー Other 8

Cash flow from financing 
activities -140


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(millions of yen)

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						End of FY2020		End of FY2021

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				Net income (loss) before income tax		127		-268										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				Cash flow from operations		382		-114				＋		法人の還付 ホウジン カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				Cash flow from investing activities		97		11										ー		その他 タ		15

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				Cash flow from financing activities		-796		-140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		114

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				Cash and cash equivalents at the end of the period		4,046		3,802

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5																		ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得 コガイシャ カブシキ シュトク		58

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン		100

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		23				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		140

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—

		　EPS		2.06円 エン		-43.19

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!



14p 資料使用データ



GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク				2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン				917		1,013						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン				395		519

														2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

														2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン		2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数				917		1,013				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価				395		519

														2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

														2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

														2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		ERROR:#DIV/0!



























顧客数	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	917	1013	顧客客単価	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	395	519	
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9p 資料使用データ



通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6
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折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	
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2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.4082390381895	3322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



連結業績予想



				2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ

				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン		当期比 トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		13,244		12,000		▲9.4%

		営業利益 エイギョウリエキ		743		800		7.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		716		800		11.6%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		504		520		3.1%





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	

1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	



2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	









9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	





（千台）



ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	







100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	





店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	









9p 資料使用データ

9p 資料使用データ




財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲268										ー		Net loss before income taxes		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		Refund of income taxes		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11				＋		Other		15

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139						未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												Cash flow from operations		-114

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5																		ー		Payment for purchase of tangible/intangible fixed assets		51

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		Payment for acquisition of shares of subsidiary		58

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		Proceeds from sales and redemption of investment securities		100

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		Other		20

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														Cash flow from investing activities		11

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		Borrowings		300

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		Repayment of borrowings		237

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		Dividends paid		195

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				その他 ホカ		▲137		145																		ー		Other		8

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				Cash flow from financing activities		-140

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

																								有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

				（A）		（B）		（A）-（B）																無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														その他 ホカ		▲90		5

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)																-416

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-345

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-251

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-4

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																855

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																3513

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																ー

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																4368

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291





4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		18		15		▲10		▲314		▲290				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,169		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲859		▲52		144		17		▲750				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲296		1,975		-15.0%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%
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セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,786		7,169

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		18		878		2.1%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		33		18





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ		差異 サイ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168		▲12

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88		－

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256		▲12



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	
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10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06円 エン		▲20.63円 エン		14.95円 エン

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		—円 エン		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン		（　—円　） エン		（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	
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連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.4082390381895	3322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	

1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	



2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	









9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	





（千台）



ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	







100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	





店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	









9p 資料使用データ

9p 資料使用データ
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FY2022 Consolidated Earnings Forecast

FY2022 forecast FY2021 result vs. FY2021 (%)

Net sales *8,100 7,251 11.7%
Operating income (loss) 300 -290 －
Ordinary income (loss) 300 -268 －
Net income (loss) attributable to 
parent company shareholders 225 -310 －

Full-year consolidated (millions of yen)

*Note: From FY2022, with the introduction of the Accounting Standard for Revenue Recognition (Corporate Accounting Standard No. 29), the 
Company plans to change the method of recording net sales, primarily in some transactions deemed to be agent transactions in the Group’s 
advertising business, from recording the total transaction amount, to recording the net amount. Consequently, the net sales forecast for 
FY2022 is expected to decrease by approximately ¥600 million compared to the calculation method used until now. The impact of this 
change on operating income, ordinary income, and net income attributable to parent company shareholders is expected to be minimal.

❏ Advertising demand from pachinko parlors, the key clients of the Group’s mainstay advertising business, fell 
dramatically in FY2021, and the recovery in demand is expected to be moderate. Demand from operators of fitness 
facilities and other stores and facilities (an area in which we are working to cultivate new potential clients and expand 
sales of a range of advertisement types) for advertising aimed at attracting customers is also expected to require a 
considerable amount of time to recover.
❏ As it is difficult to estimate when the novel coronavirus pandemic will come to an end as well as the details of the 
various pandemic countermeasures that may be implemented by the government, the Group has calculated the earnings 
forecast for FY2022 based on the assumption that states of emergency (and other comparable measures involving 
similarly strict restrictions on business or outings) will not be declared during the fiscal year.
❏ If the actual situation differs from the hypothetical conditions assumed in the calculations, the results for FY2022 could 
deviate considerably from the forecast and could, similarly to FY2021, end up significantly in the red.


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人の還付 ホウジン カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		236		363		126				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		114

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5				現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ シハンキ キマツ ザンダカ														ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得 コガイシャ カブシキ シュトク		58

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン		100

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		140

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

																								定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				（A）		（B）		（A）-（B）																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		▲90		5

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-416

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-345

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-251

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																-4

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																855

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																3513

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																ー

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89																4368

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291







4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク		2022年３月期予測 ネン ガツキ ヨ ソク

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.1%		—

		　EPS		2.06円 エン		-43.19

		　配当金 ハイトウキン		25.00円 エン		　　　　　　　　　—		7.00円 エン

		　（うち中間配当） チュウカン ハイトウ		（12.00円） エン				（3.00円） エン

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!



14p 資料使用データ



GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク				2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン				917		1,013						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン				395		519

														2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

														2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン		2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数				917		1,013				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価				395		519

														2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

														2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

														2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		ERROR:#DIV/0!

														2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN209　P以外除外				359,327,849

























顧客数	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	917	1013	顧客客単価	

2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	395	519	









9p 資料使用データ

9p 資料使用データ



連結業績予想



				Full-year consolidated (millions of yen)

				FY2022 forecast		FY2021 result		vs. FY2021 (%)

		Net sales		*8,100		7,251		11.7%

		Operating income (loss)		300		-290		－

		Ordinary income (loss)		300		-268		－

		Net income (loss) attributable to parent company shareholders		225		-310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%



14p 資料使用データ



通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－



14p 資料使用データ



予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6























8p 資料使用データ

折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.4082390381895	3322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	
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P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	

1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	
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FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	



2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	









9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	





（千台）



ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	







100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	





店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	









9p 資料使用データ

9p 資料使用データ





14

Challenges Ahead

(i) Expansion into advertising markets other than pachinko parlors and diversification of revenue
❏ Cultivate the fitness industry advertisement market with focus on fitness search site “FIT Search”
❏ Further develop the customer referral support service of IDEAL, a site operated by Press A Inc. that 

provides customer referral support to fitness facilities, and utilize it to provide customer referral 
support to customer facilities outside of the fitness industry as well

(ii) Provision of new services in the digital advertising field and employee training
❏ Offer new services leveraging the video creation service and accumulated knowhow
❏ Focus on development of advertising services adapted to the evolving technologies in the digital 

advertising field, and training of employees involved with those services

(iii) Promotion of workstyle reforms and revamping of personnel system
❏ Further promotion of teleworking, which we originally introduced to safeguard the health of 

employees, ensure business continuity, and streamline operations
❏ Shift to new sales styles that leverage digital tools
❏ Revamp personnel system to boost the motivation and productivity of employees
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Profit Distribution Basic Policy and Dividends for FY2021 and FY2022

❏ The Group intends to maintain a consolidated dividend payout ratio of 50%, for the time 
being, taking into account the cash flow position. Furthermore, it plans to purchase treasury 
stock at appropriate junctures with emphasis on enhancing capital efficiency.

❏ The Group judged that it is necessary to place priority on securing funds in hand as cash 
flow is trending negative following the considerable worsening of the business environment 
due to the novel coronavirus pandemic, and has therefore decided regretfully to suspend 
payment of dividends for FY2021.

❏ For FY2022, the Group, in principle, intends to determine the dividend taking into account 
the above basic policy and target dividend payout ratio, but given the continuing high level of 
uncertainty regarding the earnings forecast for FY2022, it has set the year-end dividend at ¥7 
per share (forecast dividend payout ratio: 46.8%).

FY2020 FY2021 FY2022 forecast
  Operating margin 4.1% — 3.7%

　EPS 2.06 yen -20.63 yen 14.95 yen

　Total annual dividend 25.00 yen —　yen 7.00 yen
　 (of which, interim dividend) （12.00 yen） （—　yen） （3.00 yen）


財務ハイライト

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,269		743		704		460		▲290

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,268		716		700		434		▲268

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		831		504		434		31		▲310

																						11,115,524,684



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		15,851		13,244		12,072		11,115		7,251



						2017年３月期 ネン ガツキ		2018年３月期 ネン ガツキ		2019年３月期 ネン ガツキ		2020年３月期 ネン ガツキ		2021年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,268		716		700		434		(268)































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	



経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





経常利益（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	1268	716	700	434	-268	





売上高（百万円）	

2017年３月期	2018年３月期	2019年３月期	2020年３月期	2021年３月期	15851	13244	12072	11115	7251	







2021年FS連結 

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキ マツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前四半期利益		1,230		730				   税引前利益（△は損失） ゼイビキマエリエキ ソンシツ		127		▲267										ー		税引前純損失 ゼイビキ マエ ジュン ソンシツ		268

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		4,052		3,808		▲243				のれん償却費 ショウキャクヒ		2		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		382		▲114				＋		法人税等の還付 ホウジン ゼイ トウ カンプ		139

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		980		973		▲6				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97		144				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		97		11										ー		その他 タ		15

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139						未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		153		13		▲139				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウ ショウキャクガク		32		－				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲796		▲140												営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		▲114

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		83		349		266				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		10		0				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		4,046		3,802

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		630		599		▲31				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		▲5		▲5																		ー		有形/無形固定資産の取得による支出 ユウケイ ムケイ		38

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		76		111		34				支払利息 シハライリソク		5		4																		ー		子会社株式取得による支出 コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		58

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		821		454		▲366				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		2		29												＋		投資有価証券の売却・償還による収入 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ショウカン シュウニュウ		100

		資産合計 シサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						資産合計		6,797		6,310		▲486				関係会社株式売却損（△は益） カンケイガイシャ カブシキ バイキャク ソン エキ		－		▲21												＋		その他 タ		7

		買掛金 カイカケキン		489		501		12						買掛金 カイカケキン		489		501		12				減損損失 ゲンソンソンシツ		20		－														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		11

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		200		575		375						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		200		575		375				固定資産売却損益（△は益） コテイシサン バイキャク ソンエキ エキ		17		0

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		39		39		0				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		406		200												＋		借入金による収入 カリイレ キン シュウニュウ		300

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		202		148		▲53				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		0		▲3																		ー		借入金返済による支出 カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		237

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		600		287		▲312				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		▲276		▲223																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		195

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		35		35		0				その他 ホカ		▲137		145																		ー		その他 タ		8

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22						負債合計 フサイ ゴウケイ		1,565		1,588		22				小計 ショウ ケイ		1,405		1,003																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		▲140

		株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506						株主資本 カブヌシ シホン		5,228		4,722		▲506				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		12		10

		その他 タ		▲4		0		5						その他 タ		▲4		0		5				利息の支払額 リソク シハライガク		▲5		▲4

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		7		－		▲7				法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲380		▲468

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,231		4,722		▲509						純資産合計		5,231		4,722		▲509				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		1,031		540

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		6,797		6,310		▲486						負債・純資産合計		6,797		6,310		▲486				定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		－		▲1

																								定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		33		－

																								有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲596		▲344

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		750		0

				（A）		（B）		（A）-（B）																無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		▲28		▲57

		税引前四半期利益 ゼイビキ マエ シハンキ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														投資有価証券の取得による支出		▲163		▲208

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		投資有価証券の売却及び償還による収入額		161		290

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		－		1

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		－		▲8

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		21		0

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		▲8		▲0

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														その他 ホカ		▲90		5

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79		▲323

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		200		▲100

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														長期借入れによる収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500		－

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		▲190		▲240

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														非支配株主からの払込みによる収入 ヒシハイカブヌシ ハライコ シュウニュウ		－		112

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		▲416		▲376

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		▲345		－

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		79		▲323

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		▲4		▲33

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		855		▲419

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,513		4,368

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キ スエ ザンダカ		4,368		3,949

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)																-416

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710																-345

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368																		-251

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)																-4

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)																855

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251																3513

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)																ー

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10																4368

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291





4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



四半期ごとPL

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前第3四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン		当第3四半期累計期間期 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイ キカン キ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期 トウキ		構成比		前期 ゼンキ		構成比		前年同期比

		売上高		7,251		100.0%		11,115		100.0%		65.2%

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲290		－		460		4.1%		－

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲268		－		434		3.9%		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益（△は損失） トウキ ジュンリエキ ソンシツ		▲310		－		31		0.3%		－





												　(単位：百万円）

				第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ								第1四半期 ダイ シハンキ

		売上高		1,046		2,085		2,288		1,832		7,251						売上高		2,899

		営業利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		94		▲40		▲290						営業利益（△は損失） ソンシツ		137

		経常利益（△は損失） ソンシツ		▲346		2		108		▲32		▲268						経常利益（△は損失） ソンシツ		111

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲355		▲7		98		▲46		▲310						親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		48







				第2四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン												当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

		売上高		6,205										売上高		2,869		5768

		営業利益（△は損失） ソンシツ		56										営業利益（△は損失） ソンシツ		148		285

		経常利益（△は損失） ソンシツ		78										経常利益（△は損失） ソンシツ		142		253

		親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		45										親会社株主に帰属する
四半期純利益（△は損失） シハンキ ソンシツ		▲24		24



4p 資料使用データ

13p 資料使用データ



セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		7,187		57		7		－		7,251				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		28		15		▲10		▲314		▲280				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%

																セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		10,930		120		64		－		11,115				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		878		68		▲154		▲331		460				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲3,743		▲62		▲57		－		▲3,863						　(単位：百万円）

		セグメント利益
（△は損失） リエキ ソンシツ		▲849		▲52		144		17		▲740				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		7		64		11.2%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		17		218		7.8%

																セグメント利益 リエキ		▲10		▲154		－

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		7,187		10,930		65.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		▲286		1,975		-14.5%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		57		120		47.5%

		営業利益 エイギョウ リエキ		15		68		22.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



セグメント 四半期ごと用

				個別 コベツ

										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				広告事業 コウコク ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						広告事業 コウコク ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		7,187		10,930		65.8%						売上高 ウリアゲ タカ		1,036		2,065		2,267		1,819		7,187

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		7,159		10,052		71.2%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		1,282		1,993		2,108		1,776		7,159

				セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		28		878		3.2%						セグメント利益（△は損失） リエキ ソンシツ		▲246		72		159		43		28





										　(単位：百万円）																　(単位：百万円）

				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						不動産事業 フドウサン ジギョウ		第1四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		第3四半期 ダイ シハンキ		第4四半期 ダイ シハンキ		累計 ルイケイ

				売上高 ウリアゲ タカ		57		120		47.7%						売上高 ウリアゲ タカ		9		16		18		14		57

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		42		52		80.8%						営業費用 エイギョウ ヒヨウ		11		9		11		11		42

				セグメント利益 リエキ		15		68		22.9%						セグメント利益 リエキ		▲2		7		7		3		15





						　(単位：百万円）

				その他事業 タ ジギョウ		当期		前期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ タカ		5		51		10.1%

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		12		174		6.9%

				セグメント利益 リエキ		▲7		▲123		－

































【予備】2021年四半期品目・従業員  (2)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				当期 トウキ		前期 ゼンキ

																折込広告 オリコ コウコク		2,741		38.1%		4,256		38.9%		64.4%		2,741		折込広告 オリコ コウコク		38.1%		38.9%

																インターネット		1,655		23.0%		2,447		22.4%		67.7%		1,655		インターネット		23.0%		22.4%

																販促物 ハンソクブツ		1,012		14.1%		1,239		11.3%		81.7%		1,012		販促物 ハンソクブツ		14.1%		11.3%

																媒体 バイタイ		855		11.9%		1,439		13.2%		59.4%		855		媒体 バイタイ		11.9%		13.2%

																クリエイティブ		454		6.3%		741		6.8%		61.4%		454		クリエイティブ		6.3%		6.8%

																その他 ホカ		467		6.5%		807		7.4%		57.9%		467		その他 ホカ		6.5%		7.4%

																		7,187		100.0%		10,930		100.0%		65.8%		7,187								100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当期末 トウキ マツ		差異 サイ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		168		▲12

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		88		－

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		256		▲12



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当期末	180	168	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当期末	88	88	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	媒体	

当期	前期	0.118964797551134	0.13165599268069533	クリエイティブ	

当期	前期	6.3169611799081676E-2	6.779505946935041E-2	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	折込広告	

当期	前期	0.38138305273410322	0.38938700823421774	インターネット	

当期	前期	0.23027688882704883	0.22387923147301006	販促物	

当期	前期	0.14080979546403227	0.11335773101555352	その他	

当期	前期	6.4978433282315298E-2	7.3833485818847203E-2	
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8p 資料使用データ
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10p 資料使用データ



経営指標推移

		連結 レンケツ

				FY2020		FY2021		FY2022 forecast

		  Operating margin		4.1%		—		3.7%

		　EPS		2.06 yen		-20.63 yen		14.95 yen

		　Total annual dividend		25.00 yen		—　yen		7.00 yen

		　(of which, interim dividend)		（12.00 yen）		（—　yen）		（3.00 yen）

		注）当社は2013年４月1日付けで普通株式１株につき２００株の分割を行なっていることから、平成24年 チュウ トウシャ ネン ガツ ニチ ヅ フツウ カブシキ カブ カブ ブンカツ オコ 2012ネン



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,001

				③純利益 ジュンリエキ		1,041

				ROE		19.9%		ERROR:#DIV/0!



						円単位 エン タンイ		百万単位で仮計算 ヒャクマン タンイ カリ ケイサン

				①【前期末】 純資産額　（少持除く） ゼンキマツ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		4,545

				②【当期末】 純資産額　（少持除く） トウキ スエ ジュンシサン ガク ショウ ジ ノゾ		5,452

				③純利益 ジュンリエキ		1,175

				ROE		23.5%		ERROR:#DIV/0!
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GA(2)顧客・単価　期末







				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン						ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,204		1,200		917		1,013		985						GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		599		603		395		519		508

																		2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

																		2017_9		GA 1206件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2019年3月時点 ネン ガツ ジテン		2019年9月時点 ネン ガツ ジテン		2020年3月時点 ネン ガツ ジテン		2020年9月時点 ネン ガツ ジテン		2021年3月時点 ネン ガツ ジテン				2018_3		GA 1164件 ケン		812,933,864				ZN115件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				48,503,652						861,437,516		　ZN全部で125 ゼンブ

				顧客数		1,204		1,200		917		1,013		985				2018_9		GA1114件 ケン		714,279,767				ZN119件 ケン				45,998,264

				顧客客単価		599		603		395		519		508

																		2018_9		GA1074件 ケン		673,986,852				ZN126				50,473,467

																		2020_3		GA813件 ケン		323,832,399				104				39,181,759

																		2020_9		GA928件 ケン		494,437,517				ZN85P以外除外				32,212,772						526,650,289		534,670

																		2021_3		GA906件 ケン		461,357,065				ZN79　P以外除外				39,757,371						501,114,436		508745.620304569

























顧客数	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	1204	1200	917	1013	985	顧客客単価	

2019年3月時点	2019年9月時点	2020年3月時点	2020年9月時点	2021年3月時点	599	603	395	519	508	
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連結業績予想



				通期連結 ツウキ レンケツ

				次期予想 ジキ ヨソウ		当期実績 トウキ ジッセキ		当期比（％） トウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		（注）8100 チュウ		7,251		11.7%

		営業利益(△は損失） エイギョウリエキ		300		▲290		－

		経常利益(△は損失） ケイジョウリエキ		300		▲268		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
(△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		504		▲310		－





								　(単位：百万円）

				2020年３月期
第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2020年３月期
通期予想 ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		2,899		9,800		29.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		137		480		28.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		111		480		23.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		48		310		15.8%
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通期予想進捗状況



				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600





				通期連結 ツウキ レンケツ

				当初会社
想定計画
（正常需要下） トウショ カイシャ ソウテイ ケイカク セイジョウ ジュヨウ シタ		新型コロナ関連
影響額試算（注） シンガタ カンレン エイキョウ ガク シサン チュウ

		売上高 ウリアゲダカ		10,880		△ 4,030

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		620		△ 1,270

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		620		△ 1,270

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		410		△ 1,060

														　(単位：百万円）

				2021年３月期
第2四半期実績
（A） ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想（B）
※2020年4月17日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		2021年３月期
通期予想（C）
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		増減額（D）
（C）－（B） ゾウゲンガク		増減率
（D）÷（B） ゾウゲン リツ		進捗率
（A）÷（C） シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		6,850		7,500		650		9.5%		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 650		△ 230		420		－		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 650		△ 240		410		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 650		△ 260		390		－		－

								　(単位：百万円）

				2021年３月期
第３四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2021年３月期
通期予想
※2020年9月11日発表 ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッッピョウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,419		7,500		72.3%

		営業利益（△は損失） エイギョウリエキ ソンシツ		△ 250		△ 230		－

		経常利益（△は損失） ケイジョウリエキ		△ 236		△ 240		－

		親会社株主に帰属する当期純利益
（△は損失） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ ソンシツ		△ 263		△ 260		－
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予想進捗ver2

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		実績 ジッセキ		通期予測（2020年9月11日発表） ツウキ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		35		35

		4Q		100				2		100		35		35

								2		100		72		72

								3		100		72		72

								3		100		80		80

								4		100		80		80

								4		100				85

								5		100				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	通期予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





【予備】予想進捗ver2 (2)

		期間 キカン		正常需要化 セイジョウ ジュヨウカ				期間 キカン		正常需要下 セイジョウ ジュヨウ シタ		当初予測 トウショ ヨソク		実績 ジッセキ		今回予測（2020年9月11日発表） コンカイ ヨソク ネン ガツ ニチ ハッピョウ

		1Q		100				0

		2Q		100				1		100

		3Q		100				1		100		10		35		35

		4Q		100				2		100		10		35		35

								2		100		50		72		72

								3		100		50		72		72

								3		100		90		77		80

								4		100		90		77		80

								4		100		98				85

								5		100		98				85

								5



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発	表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	



通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	







通期予想：売上高進捗状況



正常需要下	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	当初予測	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10	50	50	90	90	98	98	実績	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	77	77	今回予測（2020年9月11日発表）	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	35	35	72	72	80	80	85	85	





■end





配当



						年間配当金（円）

						第２四半期末（実績） ジッセキ		期末（予想） ヨソウ		合計

				2021年３月期		0.00		未定 ミテイ		未定 ミテイ

				（ご参考）前期実績
2020年３月期 サンコウ ゼンキ ジッセキ ネン ガツ キ		12.00		13.00		25.00





品目 四半期ごと用









		広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

												　(単位：百万円）

				第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		第3四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		構成比 コウセイ ヒ		累計 ルイケイ						前第２四半期連結累計期間 ゼン ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン		第1四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		第２四半期連結会計期間 ダイ シハンキ レンケツ カイケイ キカン		当第２四半期連結累計期間 トウ ダイ シハンキ レンケツ ルイケイ キカン

		折込広告 オリコ コウコク		227		22.0%		947		45.9%		1,174				折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		45.9%		37.9%

		インターネット		167		16.2%		474		23.0%		641				インターネット		21.9%		16.2%		23.0%		20.7%

		販促物 ハンソクブツ		199		19.3%		267		12.9%		466				販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		12.9%		15.0%

		媒体 バイタイ		292		28.2%		126		6.1%		418				媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		6.1%		13.5%

		クリエイティブ		85		8.2%		117		5.7%		202				クリエイティブ		6.9%		8.2%		5.7%		6.5%

		その他 ホカ		63		6.1%		134		6.5%		197				その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.5%		6.4%

				1,036		100.0%		2,065		100.0%		3,101







































































































		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

		111		118

		174		159

		285		277





		123		118				-5

		44		39				-5

		63		69				6

		2		2				0

		3		3				0

		11		5

		0		0



		171		159				-12

		115		107				-8

		9		10				1

		36		32				-4

		8		6				-2

		0		0				0

		3		3				0

		8		7				-1

		0		0

		4		6		6
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折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	媒体	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.12340876944837341	0.28185328185328185	6.1016949152542375E-2	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	5.6658595641646492E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.40823903818953322	0.22	0.45859564164648908	0.37858755240245084	インターネット	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.22953995157384988	0.20670751370525636	販促物	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	0.11138613861386139	0.193	0.12929782082324456	0.15027410512737827	その他	

前第２四半期連結累計期間	第1四半期連結会計期間	第２四半期連結会計期間	当第２四半期連結累計期間	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.4891041162227603E-2	6.3527894227668497E-2	







10p 資料使用データ



2021年四半期品目・従業員 

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065		2,268				3,101

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第3四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第3四半期				前第3四半期累計 ゼン ダイ シハンキ ルイケイ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期 トウ ダイ シハンキ		当第3四半期累計 トウ ダイ シハンキ ルイケイ

																折込広告 オリコ コウコク		2,056		38.3%		3,430		40.0%		59.9%		2,056		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		38.9%		38.3%

																インターネット		1,151		21.4%		1,937		22.6%		59.4%		1,151		インターネット		21.9%		16.2%		22.4%		21.4%

																販促物 ハンソクブツ		819		15.3%		993		11.6%		82.5%		819		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.6%		15.3%

																媒体 バイタイ		633		11.8%		1,067		12.4%		59.3%		633		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		9.5%		11.8%

																クリエイティブ		341		6.4%		575		6.7%		59.3%		341		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.1%		6.4%

																その他 ホカ		368		6.9%		582		6.8%		63.3%		368		その他 ホカ		6.8%		6.1%		7.5%		6.9%

																		5,369		100.0%		8,585		100.0%		62.5%		5,369										100.0%





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第3四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		172

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		101

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		273



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第3四半期末	180	172	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第3四半期末	88	101	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	2268	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	媒体	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.12340876944837341	0.28199999999999997	9.5000000000000001E-2	0.11789905010243994	クリエイティブ	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.9306930693069313E-2	8.2000000000000003E-2	6.0999999999999999E-2	6.3512758428012669E-2	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	折込広告	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.40823903818953322	0.22	0.38900000000000001	0.38293909480350158	インターネット	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.224	0.21437884149748557	販促物	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	0.11138613861386139	0.193	0.156	0.15254237288135594	その他	

前第3四半期累計	当第1四半期	当第3四半期	当第3四半期累計	6.8069306930693074E-2	6.0999999999999999E-2	7.4999999999999997E-2	6.8541627863661761E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



2019年四半期品目・従業員 (3)

				広告事業四半期売上高 コウコクジギョウ シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		1,036		2,065

				前期 ゼンキ		2,830		2,826		2,929		2,345		10,930

				前々期 ゼン キ		3,053		3,140		3,004		2,685		11,882













































																広告事業品目売上高 コウコクジギョウ ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当第2四半期 トウ ダイ ヨン ハン キ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期 ゼン ネン ドウキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当第2四半期				前第2四半期 マエ ダイ シハンキ		当第1四半期 トウ ダイ シハンキ		当第2四半期 トウ ダイ シハンキ

																折込広告 オリコ コウコク		1,174		37.9%		2,309		40.8%		50.9%		1,174		折込広告 オリコ コウコク		40.8%		22.0%		37.9%

																インターネット		641		20.7%		1,238		21.9%		51.9%		641		インターネット		21.9%		16.2%		20.7%

																販促物 ハンソクブツ		466		15.0%		630		11.1%		74.0%		466		販促物 ハンソクブツ		11.1%		19.3%		15.0%

																媒体 バイタイ		418		13.5%		698		12.3%		59.9%		418		媒体 バイタイ		12.3%		28.2%		13.5%

																クリエイティブ		202		6.5%		392		6.9%		51.5%		202		クリエイティブ		6.9%		8.2%		6.5%

																その他 ホカ		197		6.4%		385		6.8%		51.3%		197		その他 ホカ		6.8%		6.1%		6.4%

																		3,101		100.0%		5,656		100.0%		54.8%		3,101





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

														(単位：人） タンイ ヒト

												前期末 ゼンキマツ		当第2四半期末 トウ ダイ シハンキ マツ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		180		180

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		88		100

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		268		280



































































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ		2018年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118				-5

												GA　CRE		66		44		39				-5

												JJ　CRE		56		63		69				6

												ZN　CRE		2		2		2				0

												UU　CRE		3		3		3				0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159				-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107				-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10				1

												管理 カン リ		31		36		32				-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6				-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0				0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3				0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7				-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

前期末	当第2四半期末	180	180	売上原価 【クリエイティブ】	

前期末	当第2四半期末	88	100	







当期	1Q	2Q	3Q	4Q	1036	2065	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	2830	2826	2929	2345	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	3053	3140	3004	2685	







折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.40823903818953322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	媒体	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.12340876944837341	0.28185328185328185	0.13479522734601743	クリエイティブ	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.9306930693069313E-2	8.2046332046332049E-2	6.5140277329893581E-2	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	折込広告	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.4082390381895	3322	0.22	0.37858755240245084	インターネット	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.21888260254596889	0.16200000000000001	0.20670751370525636	販促物	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	0.11138613861386139	0.193	0.15027410512737827	その他	

前第2四半期	当第1四半期	当第2四半期	6.8069306930693074E-2	6.0810810810810814E-2	6.3527894227668497E-2	







7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



P以外業種売上

		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		2,830,996,623

		当第1四半期累計期間		　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ						パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		当第1四半期累計期間 トウ ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		GA（P以外） イガイ		246,837,145				売上高 ウリアゲ タカ		574		20.3%

		JJ（クリエイティブ）		118,492,545				パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ		前第1四半期累計期間 ゼン ダイ シ ハンキ ルイケイキカン		広告事業売上比率 コウコクジギョウ ウリアゲ ヒリツ

		JJ（インターネット）		18,347,365				売上高 ウリアゲ タカ		533		17.5%

		UU		191,284,643

				574,961,698

		売上比率 ウリアゲ ヒリツ		20.310%







		広告事業連結売上高 コウコク ジギョウ レンケツ ウリアゲ ダカ		3,053,424,566

		前第1四半期累計期間		　(単位：百万円）

		パチンコホール以外広告売上高 イガイ コウコク ウリアゲ ダカ

		GA（P以外） イガイ		296,320,615

		JJ（クリエイティブ）		34,974,113

		JJ（インターネット）		16,242,080

		UU		185,761,917

				533,298,725





四半期連結業績修正予想 (2)

								（単位：百万円）

				2018年３月期
３Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年３月期
通期予想
※2017年
10月13日発表 ネン ガツキ ツウキ ヨソウ		進捗率 シンチョクリツ



		売上高 ウリアゲダカ		10,238		14,000		73.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		654		900		72.7%

		経常利益 ケイジョウリエキ		675		900		75.0%

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		486		600		81.0%



																（単位：百万円）

				2020年３月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		前回発表通期
予想（A）
※2019年
４月19日発表 ゼンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		今回発表通期
予想（B）
※2019年
10月18日発表 コンカイ ハッピョウ ツウキ ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ		進捗率 シンチョクリツ		増減額
（B－A） ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ



		売上高 ウリアゲダカ		5,768		9,800		58.9%		11,000		52.4%		1,200		12.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		285		480		59.4%		510		55.9%		30		6.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		253		480		52.8%		480		52.8%		－		－

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		24		310		7.9%		160		15.4%		▲150		▲48.3％



14p 資料使用データ



品目・従業員　期末

				GA四半期売上高 シ ハンキ ウリアゲ ダカ

														　(単位：百万円）

						1Q		2Q		3Q		4Q		通期計

				当期 トウキ		3,482		3,396		3,252				10,130

				前期 ゼンキ		3,994		3,949		4,241		3,459		15,643

				前々期 ゼン キ		4,100		4,194		4,338		4,052		16,684













































																GA品目売上高 ヒンモク ウリアゲ ダカ

																										　(単位：百万円）

																		当期 トウキ		構成比 コウセイ ヒ		前期 ゼンキ		構成比 コウセイ ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		当期				前期 ゼンキ		当期 トウキ

																折込広告 オリコ コウコク				ERROR:#DIV/0!		8,354		53.4%		0.0%		0		折込広告 オリコ コウコク		53.4%		ERROR:#DIV/0!

																販促物 ハンソク ブツ				ERROR:#DIV/0!		2,211		14.1%		0.0%		0		販促物 ハンソク ブツ		14.1%		ERROR:#DIV/0!

																媒体 バイタイ				ERROR:#DIV/0!		2,042		13.1%		0.0%		0		媒体 バイタイ		13.1%		ERROR:#DIV/0!

																その他 ホカ				ERROR:#DIV/0!		3,035		19.4%		0.0%		0		その他 ホカ		19.4%		ERROR:#DIV/0!

																				ERROR:#DIV/0!		15,643		100.0%		93.8%		0





































										GA従業員状況　　・・・　サイボーズ部門長　人事データより ジュウギョウイン ジョウキョウ ブモン チョウ ジンジ

																(単位：人） タンイ ヒト

												2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ		2018年3月期末 ネン ガツキ スエ

										販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159

										売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118

										広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277

















																																										（単位：人） タンイ ニン

																																						2015年3月期末 ネン ガツキ スエ		2016年3月期末 ネン ガツキ スエ		2017年3月期末 ネン ガツキ スエ

																																				売上原価 【クリエイティブ】 ウリアゲ ゲンカ		111		118		0

																																				販管費 【営業・管理】 ハン カン ヒ エイギョウ カンリ		174		159		0

																																				広告事業計 コウコク ジギョウ ケイ		285		277		0









































														2015年期末 ネン キマツ		2016年期末 ネン キマツ		2017年期末 ネン キマツ

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ				123		111		118

										販管費 ハン カン ヒ				189		174		159

										計 ケイ				312		285		277





										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		計 ケイ		135		123		118		-5

												GA　CRE		66		44		39		-5

												JJ　CRE		56		63		69		6

												ZN　CRE		2		2		2		0

												UU　CRE		3		3		3		0

												LED CRE		8		11		5

												Cre側休職者 ガワ キュウショクシャ		0		0		0



										販管費 ハン カン ヒ		計 ケイ		186		171		159		-12

												GA　営業 エイギョウ		123		115		107		-8

												営業事務 エイギョウ ジム		16		9		10		1

												管理 カン リ		31		36		32		-4

												経営企画・内部監査 ケイエイ キカク ナイブ カンサ		10		8		6		-2

												JJ　営業 エイギョウ		0		0		0		0

												ZN　営業 エイギョウ		2		3		3		0

												UU　営業 エイギョウ		14		8		7		-1

												LED 営業 エイギョウ		0		0		0

												営業側休職者 エイギョウガワ キュウショクシャ		3		4		6

														役員、契約社員（大久保以外）、バイト抜き ヤクイン ケイヤク シャイン オオクボ イガイ ヌ





















販管費 【営業・管理】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	174	159	売上原価 【クリエイティブ】	

2016年3月期末	2017年3月期末	2018年3月期末	111	118	







当期	

1Q	2Q	3Q	4Q	3482	3396	3252	前期	1Q	2Q	3Q	4Q	3994	3949	4241	3459	前々期	1Q	2Q	3Q	4Q	4100	4194	4338	4052	





折込広告	

前期	当期	0.53404078501566199	0	販促物	

前期	当期	0.14134117496643867	0	媒体	

前期	当期	0.13053762066099853	0	その他	

前期	当期	0.19401649300006393	0	





7p 資料使用データ

7p 資料使用データ

8p 資料使用データ

8p 資料使用データ

10p 資料使用データ

10p 資料使用データ



FS連結

		PL連結 レンケツ

								　(単位：百万円）

				前期 ゼンキ		当期 トウキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

		売上高		16,919		15,851		93.7%		103.1%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ

		営業利益		1,142		1,269		111.1%		104.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ

		経常利益		1,129		1,268		112.3%		104.8%

		特別利益 トクベツ リエキ

		特別損失 トクベツ ソンシツ

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ						ERROR:#DIV/0!

		税金費用 ゼイキン ヒヨウ

		少数株主利益 ショウスウ カブヌシ リエキ

		純利益		490		831		169.6%		88.5%



				★入力不要 ニュウリョク フヨウ

												　(単位：百万円）

				当期		構成比		前期		構成比		前年同期比

		売上高		15,851		100.0%		16,919		100.0%		93.7%

		営業利益		1,269		8.0%		1,142		6.7%		111.1%

		経常利益		1,268		8.0%		1,129		6.7%		112.3%

		親会社株主に帰属する当期純利益		831		5.2%		490		2.9%		169.6%





		BS連結 レンケツ		★1右のシートへリンク ミギ								★1リンク

								　(単位：百万円）												　(単位：百万円）								　(単位：百万円）								　(単位：百万円）

				前期末 ゼンキ スエ		当期末 トウキマツ		差額 サガク								前期末 ゼンキ スエ		当期末		差額 サガク						前期 ゼンキ		当期 トウキ						前期 ゼンキ		当期 トウキ

				（B）		（A）		（Ｂ）-（Ａ）								（Ａ）		（Ｂ）		（Ｂ）-（Ａ）				税引前利益		861		1,230				税引前利益 ゼイビキマエリエキ		861		1,230				＋		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1230

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		867						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,507		4,374		866				のれん償却費 ショウキャクヒ		44		2				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031				＋		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		97

		受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲419						受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン		2,289		1,870		▲418				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		103		97				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79				＋		減損損失 ゲンソンソンシツ		20

		その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		333		515		182						その他流動資産 ホカ リュウドウ シサン		306		515		209				長期前払費用償却額 チョウキマエバライヒヨウショウキャクガク		46		32				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251				＋		売上債権の減少額 ウリアゲ サイケン ゲンショウガク		406

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		946		681		▲265				貸倒引当金の増減額（△は減少） カシダオ ヒキアテ キン ゾウゲンガク ゲンショウ		△2		10				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368										ー		仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウガク		276

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		123		107		▲16				受取利息及び受取配当金 ウケトリリソクオヨ ウケトリハイトウキン		△12		▲5																		ー		法人税等の支払 ホウジンゼイトウ シハライ		380

		投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46						投資その他資産 トウシ ホカ シサン		827		781		▲46				支払利息 シハライリソク		7		5																		ー		その他（純額） タ ジュンガク		66

		資産合計 シサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						資産合計		8,026		8,330		304				為替差損益（△は益） カワセサソンエキ エキ		21		2														営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		1031

		支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン		1,408		1,132		▲276				投資有価証券売却損益（△は益） トウシユウカショウケンバイキャクソンエキ エキ		△15		0

		短期借入金 タンキ カリイレ キン		290		540		250						短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む） タンキ カリイレ キン		290		540		250				投資有価証券評価損益（△は益） トウシユウカショウケンヒョウカソンエキ エキ		157		ー																		ー		有形固定資産の取得による支出		596

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26						未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		213		239		26				減損損失 ゲンソンソンシツ		125		20																		ー		投資有価証券取得による支出 トウシユウカショウケンシュトク シシュツ		163

		その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60						その他流動負債 ホカ リュウドウ フサイ		248		188		▲60				固定資産売却損（△は増加） コテイシサン バイキャク ソン		ー		17																		ー		その他支出 タシシュツ		126

		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		500		760		260				売上債権の増減額（△は増加） ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク ゾウカ		△179		406												＋		有形固定資産の売却による収入		750

		その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15						その他固定負債 ホカ コテイ フサイ		18		33		15				棚卸資産の増減額（△は増加） タナオロシ シサン ゾウゲン ガク ゾウカ		△9		0												＋		投資有価証券の売却及び償還による収入 トウシユウカショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ		161

		負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215						負債合計 フサイ ゴウケイ		2,678		2,893		215				仕入債務の増減額（△は減少） シイ サイム ゾウゲン ガク ゲンショウ		187		▲276												＋		その他収入 タ シュウニュウ		54

		株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0						株主資本 カブヌシ シホン		5,317		5,317		0				その他 ホカ		△48		▲137														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		79

		その他 ホカ		30		119		89						その他 ホカ		30		31		1				小計 ショウ ケイ		1,288		1,432

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,348		5,436		88						純資産合計		5,348		5,436		88				利息及び配当金の受取額 リソク オヨ ハイトウキン ウケトリガク		15		12

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		8,026		8,330		304						負債・純資産合計		8,026		8,330		303				利息の支払額 リソク シハライガク		△7		▲5																		ー		長期借入金返済による支出 チョウキカリイレキン ヘンサイ シシュツ		190

																								法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		△448		▲380																		ー		配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		416

																								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		848		1,031												＋		短期借入金の純増加額 タンキ キン ジュン ゾウカ ガク		200		ー		自己株式の取得による支出 ジコカブシキ シュトク シシュツ		345

				当期末		前期末 ゼンキ マツ		差額 サガク																定期預金の預入による支出 テイキヨキン アズケイレ シシュツ		△33		ー												＋		長期借入による収入 チョウキカリイレ シュウニュウ		500

				（A）		（B）		（A）-（B）																定期預金の払戻による収入 テイキヨキン ハラ モド シュウニュウ		ー		33																				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		－251

		税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ		1,230		1,659		▲429		257														有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△42		▲596

		のれん償却費 ショウキャクヒ		2		-																		有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		ー		750

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		97		68		29		(75)														無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		△8		▲28

		減損損失 ゲンソン ソンシツ		20				▲133		(133)														投資有価証券の取得による支出		△287		▲163

		売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク		406		69		337		1,009														投資有価証券の売却及び償還による収入額		180		161

		棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲン ガク		0		▲4		4		5														敷金及び保証金の回収による収入 シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ シュウニュウ		14		21

		仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲン ガク		▲276		15		▲291		(567)														敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サシイレ シシュツ		△11		▲8

		預り金の増減額 アズカ キン ゾウゲン ガク								59														その他 ホカ		△71		▲90

		その他 ホカ		▲110		▲11		▲99		(137)														投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		△260		79

		小計 ショウ ケイ		1,432		1,797		▲365		419														短期借入金の純増減額（△は減少） タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク ゲンショウ		-		200

		法人税等の支出額 ホウジンゼイ トウ シシュツ ガク		▲407		▲850		443		393														長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		200		500

		法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプガク				-		134		134														長期借入金の返済による支出 チョウキカリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△360		▲190

		その他 ホカ				▲3		3		(2)														配当金の支出 ハイトウキン シシュツ		△471		▲416

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				942		▲942		943														自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		-		▲345

		有形・無形固定資産の取得による支出額 ユウケイ ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ ガク				▲65		65		(6)														財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		△631		▲251

		投資有価証券の取得による支出額 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツガク				▲457		▲576		(576)														現金及び現金同等物に係る換算差額		△20		▲4

		投資有価証券の売却及び償還による収入額 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ ガク				31		▲31		(188)														現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク ゲンショウ		△63		855

		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				▲285		184		184														現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		3,536		3,513

		その他 ホカ				9		▲9		(11)														新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 シンキレンケツ トモナ ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウブツ ゾウカガク		40		ー

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲767		767		(594)														現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		3,513		4,368

		借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク				500		▲500		710

		長期借入金の返済による支出額 チョウキ カリイレキンンオ ヘンサイ シシュツ ガク				▲368		368

		自己株式の取得による支出額 ジコ カブシキ シュトク シシュツ ガク				-		▲896		(896)

		配当金の支出額 ハイトウキン シシュツ ガク				▲464		464		(336)

		少数株主への配当金の支出額 ショウスウ カブヌシ ハイトウキン シシュツ ガク				-		251		251

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲333		333		(269)

		現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ モノ カカワ カンザン サガク				16		10		10

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク				▲142		142		89

		連結に係る現金及び現金同等物の増減額 レンケツ カカワ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				-		ERROR:#VALUE!		(4)

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,981		▲3,981		208

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,839		▲3,839		291









4p 資料使用データ

12p 資料使用データ

13p 資料使用データ



シェア

				2015年度		2016年度		2017年度

		パチンコホール数（警察庁調べ） カズ ケイサツチョウ シラ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗数（2017年３月時点） トリヒキ テンポ スウ ネン ガツ ジテン		1,523		1,342		1,279

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%









				2014年度		2015年度		2016年度

		パチンコホール数 カズ		11,310		10,986		10,596

		取引店舗シェア率 トリヒキ テンポ リツ		13.47%		12.22%		12.07%

								 



9p 資料使用データ

パチンコホール数	

2014年度	2015年度	2016年度	11310	10986	10596	取引店舗シェア率	



2014年度	2015年度	2016年度	0.13465959328028293	0.1221554705989441	0.1207	









9p 資料使用データ



2018End





2018年四半期損益計算書

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイキカン		構成比 コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		10,238		100.0%		12,347		100.0%		82.9%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		654		6.4%		1,071		8.7%		61.1%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		675		6.6%		1,085		8.8%		62.2%

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		486		4.8%		728		5.9%		66.8%





2018年四半期セグメント

		当期 トウキ														個別 コベツ

												　(単位：百万円）										　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ				広告事業 コウコク ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		10,130		50		58		-		10,238				売上高 ウリアゲ タカ		10,130		12,184		83.1%

		セグメント利益 リエキ		991		23		▲91		▲268		654				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		9,139		10,887		84.0%

																セグメント利益 リエキ		991		1,297		76.4%

		前期 ゼンキ

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ										　(単位：百万円）

		売上高 ウリアゲダカ		12,184		105		57		-		12,347				不動産事業 フドウサン ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		セグメント利益 リエキ		1,297		51		▲13		▲264		1,071				売上高 ウリアゲ タカ		50		105		47.6%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		27		54		49.6%

		前年同期比 ゼンネンドウキヒ														セグメント利益 リエキ		23		51		50.5%

												　(単位：百万円）

				広告事業 コウコクジギョウ		不動産事業 フドウサンジギョウ		その他 タ		調整額 チョウセイガク		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		▲2,053		▲55		0		-		▲2,108						　(単位：百万円）

		セグメント利益 リエキ		▲306		▲28		▲77		▲4		▲417				その他事業 タ ジギョウ		当３Ｑ累計期間 トウ ルイケイ キカン		前３Ｑ累計期間 ゼン ルイケイ キカン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

																売上高 ウリアゲ タカ		58		57		101.8%

																営業費用 エイギョウ ヒヨウ		149		70		212.9%

																セグメント利益 リエキ		▲91		▲13		700.0%

		ＰＬ　GA個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		10,130		12,184		83.1%

		営業利益 エイギョウ リエキ		723		1,975		36.6%





		ＰＬ　ＬＳ個別 コベツ

								　(単位：百万円）

				４Q累計期間		前年４Q累計期間		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



		売上高		50		105		47.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		23		51		45.1%



5p 資料使用データ

6p 資料使用データ

11p 資料使用データ



新規出店

		県CD		県名 ケンメイ		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		総計

		1		北海道		1																2		1				1		5

		2		青森県																										0

		3		岩手県		2																2								4

		4		宮城県				1						2								2						1		6

		5		秋田県																										0

		6		山形県		1																1								2

		7		福島県		2														1										3

		8		茨城県		2												1												3

		9		栃木県										1								1				1				3

		10		群馬県		1				1								1				4								7

		11		埼玉県		3				1				1				1				3						1		10

		12		千葉県		3		1						1						1		1		1						8

		13		東京都		7		1		5		3		4		1		2		1		11				2				37				矢野経済研究所へ依頼（無償提供） ヤノケイザイケンキュウジョ イライ ムショウテイキョウ

		14		神奈川県		4		2		1		3		3		1		1				3						1		19

		15		新潟県										3						1		2								6

		16		富山県										1								1								2

		17		石川県																										0

		18		福井県																										0						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド

		19		山梨県																										0				新規出店数 シンキシュッテンスウ		218		239		233		226		216		177

		20		長野県						1												1								2

		21		岐阜県		2						1		2								1								6

		22		静岡県		1												1				1								3

		23		愛知県		2						2		1						1		1				1				8

		24		三重県														1				1								2

		25		滋賀県		1		1						2						1										5

		26		京都府												1														1

		27		大阪府		4		1		2		2		7		1				1		8				1				27

		28		兵庫県		2						2				1						5						2		12

		29		奈良県																								1		1

		30		和歌山県																								1		1

		31		鳥取県																						2				2

		32		島根県										1																1

		33		岡山県						1		1				1														3

		34		広島県						1						1								2						4

		35		山口県		1														1		2		1						5

		36		徳島県																										0

		37		香川県																								1		1

		38		愛媛県				1								1		1				1								4

		39		高知県																										0

		40		福岡県		2										1				1		2								6

		41		佐賀県										1								1				1				3

		42		長崎県								1																		1

		43		熊本県						1		1										1								3

		44		大分県		1				1				2																4

		45		宮崎県		1								1		1						2						1		6

		46		鹿児島県		2								1						1		1						1		6

		47		沖縄県																		1								1

		総計				45		8		15		16		34		10		9		10		62		5		8		11		233



新規出店数	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	239	233	226	216	177	







店舗ユーザー数

		【警察庁データ】 ケイサツチョウ				※「平成25年中における風俗関係事犯等について」より ヘイセイ ネン チュウ フウゾク カンケイ ジハン トウ

				2009		2010		2011		2012		2013								2011		2012		2013		2014		2015		2016

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893						店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリジク		12,323		12,149		11,893		11,627		11,310		10,986

		遊技機台数		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714						ユーザー数 スウ		1,260		1,110		970		1,150		1,070		1,070





























																				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																		店舗数 テンポスウ		15,165		14,674		13,585		12,973		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		◇ぱちんこ営業所における遊技機設置台数の推移																ユーザー数 スウ		1,710		1,660		1,450		1,580		1,720		1,670		1,260		1,110

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		ぱちんこ遊技機		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314		98.9%

		回胴式遊技機		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148		103.4%

		アレンジボール遊技機等		275		288		258		241		252		104.6%

		合計		4,506,250		4,554,430		4,582,784		4,592,036		4,611,714		100.4%

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8		102.6%





				2009		2010		2011		2012		2013

		店舗数（左軸） テンポスウ ヒダリ ジク		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893

		１店舗当たりの遊技機台数		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8





		◇遊技機設置台数別営業所数　

				2009		2010		2011		2012		2013		前期比

		100台以下		464		463		370		340		318		93.5%

		101 ～ 300 台		5,374		5,216		5,066		4,853		4,588		94.5%

		301 ～ 500 台		4,627		4,585		4,499		4,411		4,365		99.0%

		501 ～ 1,000 台		2,069		2,076		2,218		2,355		2,400		101.9%

		1,001台以上		118		139		170		190		222		116.8%

		合計		12,652		12,479		12,323		12,149		11,893		97.9%

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ぱちんこ遊技機		2,932,952		2,954,386		3,076,421		3,158,799		3,163,650		3,107,688		3,042,476		3,009,314

		回胴式遊技機		2,003,482		1,635,860		1,448,773		1,347,176		1,390,492		1,474,838		1,549,319		1,602,148

		１店舗当たりの遊技機台数(右軸) ミギ		336.5		337.9		349.8		356.2		365.0		371.9		378.0		387.8









店舗数（左軸）	2009	2010	2011	2012	2013	12652	12479	12323	12149	11893	遊技機台数	2009	2010	2011	2012	2013	4506250	4554430	4582784	4592036	4611714	





（千台）



ぱちんこ遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	3158799	3163650	3107688	3042476	3009314	回胴式遊技機	2009	2010	2011	2012	2013	1347176	1390492	1474838	1549319	1602148	１店舗当たりの遊技機台数(右軸)	2009	2010	2011	2012	2013	356.2	365	371.9	378	387.8	







100台以下	2009	2010	2011	2012	2013	464	463	370	340	318	101 ～ 300 台	2009	2010	2011	2012	2013	5374	5216	5066	4853	4588	301 ～ 500 台	2009	2010	2011	2012	2013	4627	4585	4499	4411	4365	501 ～ 1,000 台	2009	2010	2011	2012	2013	2069	2076	2218	2355	2400	1,001台以上	2009	2010	2011	2012	2013	118	139	170	190	222	





店舗数（左軸）	

2012	2013	2014	2015	2016	12149	11893	11627	11310	10986	ユーザー数	

2012	2013	2014	2015	2016	1110	970	1150	1070	1070	









株主総会用

														（単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				 売上高 ウリアゲ ダカ		17,284		16,919		15,851

				 営業利益 エイギョウ リエキ		1,300		1,142		1,269

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		1,345		1,129		1,268

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ		805		490		831





						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		17,284		16,919		15,851



						2015年３月期 ネン ガツキ		2016年３月期 ネン ガツキ		2017年３月期 ネン ガツキ

				経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ ヒャクマンエン		1,345		1,129		1,268































3p 資料使用データ

売上高（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	17284	16919	15851	





経常利益（百万円）	

2015年３月期	2016年３月期	2017年３月期	1345	1129	1268	







Sheet1





GA(2)顧客・単価 中間







				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン				ZN足すこと！経理からJNの３月末の売掛金データをもらい、当月掛売上50千円以上のクライアント数とその総額を抽出 ケイリ ガツマツ ウリカケキン トウゲツ カケウリアゲ センエンイジョウ スウ ソウガク チュウシュツ

				顧客数（件）※１ ケン		1,346		1,342		1,300				GA新事業開発は除外、2016年３月も要確認 シンジギョウカイハツ ジョガイ ネン ガツ ヨウカクニン

				顧客客単価（千円）※２ セン エン		796		741		655

												2017_3		GA　1245件 ケン		960,180,000				ZN97件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				35,323,565

												2017_9		GA 1204件 ケン		823,331,230				ZN96件P以外除外 ケン イガイ ジョガイ				28,553,870						851,885,100

				稼働顧客 カドウ コキャク		2016年9月時点 ネン ガツ ジテン		2017年３月時点 ネン ガツ ジテン		2017年9月時点 ネン ガツ ジテン

				顧客数		1,346		1,342		1,300

				顧客客単価		796		741		655

































顧客数	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	1346	1342	1300	顧客客単価	

2016年9月時点	2017年３月時点	2017年9月時点	796	741	655	









9p 資料使用データ

9p 資料使用データ
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Acquisition of Shares in Press A Inc.

We will further strengthen our media-based support framework 
with the aim of providing fitness facilities with customer referral 
support, and bolster our approaches to the fitness industry

❏ The Company signed a share transfer agreement on March 12, 2021, with Press A Inc., which 
operates the fitness information website “IDEAL”.

IDEAL (https://cani.jp/), the fitness information website operated by Press A, specializes in referring 
customers to specific fitness facilities in specific areas, and we can expect to generate synergies with 
the Group’s FIT Search and Swimming Info Net services.

https://cani.jp

https://cani.jp/
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Investor relations contact:
Corporate Planning and Administration Department
Ph: +81-5358-3334

These materials, which contain earnings forecasts and other forward-

looking statements, are based on information available to the Company 

at the time of preparation and on certain other information the Company 

believes to be reasonable. Actual business results may differ materially 

from those expressed or implied herein due to a range of factors.
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