
  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日） 

  

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益」を算定しております。  
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

   ２．平成26年３月期の期末の配当につきましては、現時点では未定としております。 

   ３．当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。平成25年３月期につ

いては当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。  

  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

平成26年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
        平成26年２月５日

上場会社名 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 上場取引所  東  

コード番号 4281 ＵＲＬ  http://www.dac.co.jp 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）矢嶋 弘毅 

問合せ先責任者 （役職名） 経営管理本部長 （氏名）鈴木 誠 ＴＥＬ  03（5449）6310 

四半期報告書提出予定日 平成26年２月６日 配当支払開始予定日 － 

  
四半期決算補足説明資料作成の有無： 有        

四半期決算説明会開催の有無      ： 有     （証券アナリスト・機関投資家向け） 

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第３四半期  75,615  8.6  1,294  26.0  1,304  21.1  1,129  114.4

25年３月期第３四半期  69,638  15.6  1,026  △38.7  1,077  △37.2  526  △30.3

（注）包括利益 26年３月期第３四半期 1,938百万円 （ ％） 448.5   25年３月期第３四半期 353百万円 （ ％） △63.1

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

26年３月期第３四半期  23.25  23.00

25年３月期第３四半期  10.85  10.72

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第３四半期  34,193  18,298  36.7

25年３月期  31,344  16,472  36.0

（参考）自己資本 26年３月期第３四半期 12,540百万円   25年３月期 11,298百万円 

  
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

25年３月期  －  0.00  －  600.00  600.00

26年３月期  －  0.00  －     

26年３月期（予想）        －  －

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無 

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 
 

～  
103,415
104,968

 
～  
7.4
9.0

 
～  
1,673
2,020

 
～  
0.9
21.8

 
～  
1,730
2,077

 
～  
1.5
21.9

 
～  
1,280
1,568

 
～  
59.1
94.9

 
～  
26.37
32.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 



※  注記事項 

新規 － 社  （社名） － 、除外 － 社  （社名） － 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首 

   に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 （１）平成26年３月期における配当予想額は現時点で未定であり、今後の業績等を勘案し、開示が可能となった時点

で必要に応じて速やかに公表を行ってまいります。  

 （２）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の

業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあ

たっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想な

どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無 

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無 

③  会計上の見積りの変更                        ： 無 

④  修正再表示                                  ： 無 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ 53,442,300株 25年３月期 53,442,300株 

②  期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 4,885,374株 25年３月期 4,887,800株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 48,554,360株 25年３月期３Ｑ 48,555,183株 
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間の日本経済は緩やかな回復を続けており、消費税率引き上げ前の駆け込み需要も散

見されています。国内需要が堅調に推移していることに加え、先進国を中心とした海外経済の回復により輸出も持

ち直し傾向にあり、為替相場の動きにも支えられて企業収益は改善しています。経済産業省『特定サービス産業動

態統計調査（平成25年11月分確報値）』によりますと、国内広告市場においては、平成25年４月から11月まで８ヶ

月連続で広告業の売上高合計が前年同月を上回るなど、拡大基調が続いております。 

  当社グループが属するインターネット広告市場においても、広告出稿需要が堅調に推移し、平成24年11月以降、

前年を上回る成長を維持しております。更に、スマートフォンやタブレット端末等のスマートデバイスの急速な普

及によりまして、生活のあらゆる場面でインターネット端末を利用するマルチデバイス化が進展し新たな広告手法

が開発されるなど、今後も高い成長が見込まれております。   

このような環境の下、当社グループは、主力のディスプレイ広告において新たなアドフォーマットの開発・標

準化を進めるなど市場の活性化を図り、またリスティング広告をはじめとする運用型広告やスマートデバイス広告

など成長分野の売上拡大に努めてまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 千円

（前年同期比 ％増）となり、営業利益は 千円（前年同期比 ％増）、経常利益は 千円

（前年同期比 ％増）、四半期純利益は 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ、

千円の増加となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が増加したこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。主な要因

といたしましては、短期借入金が増加したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、主に四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したため、前連結会計年度末に比べ

千円増加し、 千円となりました。   

  

②キャッシュ・フローの状況  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 千円を計上したほか、関係会社株

式売却益 千円等により、 千円の増加（前年同期は 千円の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出 千円、定期預金の払戻による収

入 千円、無形固定資産の取得による支出 千円、投資有価証券の取得による支出 千

円、関係会社株式の売却による収入 千円等により、 千円の減少（前年同期は 千円の減

少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増 千円、連結子会社の自己株式取得指定金外信

託の払戻による収入 千円、ストックオプションの行使による収入 千円等により 千円の増

加（前年同期は 千円の減少）となりました。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、 千円（前連結会計年度末

千円）となりました。営業活動及び財務活動において収入が超過となったため、前連結会計年度末に比

べ、 千円の増加となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

75,615,629

8.6 1,294,239 26.0 1,304,665

21.1 1,129,094 114.4

34,193,442 2,848,687

1,023,012 15,894,966

1,825,675 18,298,475

2,676,731

△1,411,544 1,691,711 413,825

△5,200,000

4,634,555 △509,537 △505,098

1,547,497 59,749 2,430,050

870,000

408,595 280,784 1,121,064

97,103

9,290,348

6,595,701

2,694,647



   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当社グループが属するインターネット広告関連業界は、事業環境の変化が激しく、不確定要素が大きいため、通

期の業績見通しについて信頼性の高い数値を算出することは、極めて困難であります。 

 当社グループの収益・費用の予想にあたっては、経営上の指標としているインターネット広告業界の平均的な伸

び率等が重要な前提条件となっておりますが、インターネットを取り巻く環境の変化は激しく、それら指標の伸び

率・変動率について一定の条件を設けることが困難であるため、四半期ごとに行っている業績発表に併せて翌四半

期連結累計期間の業績見通しのみをレンジ形式により公表いたします。実際の業績が、公表された業績予想のレン

ジに対し大きく異なる可能性がありますが、その場合には、適時開示のルールに従い、開示が可能となった時点

で、速やかに業績予想の修正を公表いたします。 

  

平成26年３月期 連結会計年度業績見通し（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

 連結売上高     百万円 ～ 百万円 

 連結営業利益   百万円  ～  百万円 

 連結経常利益   百万円  ～  百万円 

 連結当期純利益  百万円  ～  百万円 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

103,415 104,968

1,673 2,020

1,730 2,077

1,280 1,568

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,138,811 11,899,348 

受取手形及び売掛金 13,627,949 12,777,201 

有価証券 501,014 － 

営業投資有価証券 681,463 865,324 

その他 1,918,238 1,983,906 

貸倒引当金 △7,741 △5,146 

流動資産合計 24,859,737 27,520,634 

固定資産   

有形固定資産 844,695 718,469 

無形固定資産   

のれん 697,162 510,035 

ソフトウエア 728,950 706,602 

ソフトウエア仮勘定 178,707 170,921 

その他 28,311 27,587 

無形固定資産合計 1,633,131 1,415,146 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,768,719 3,627,176 

差入保証金 913,386 791,269 

その他 345,697 135,782 

貸倒引当金 △20,612 △15,035 

投資その他の資産合計 4,007,191 4,539,192 

固定資産合計 6,485,018 6,672,808 

資産合計 31,344,755 34,193,442 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,753,799 11,060,694 

短期借入金 295,000 1,120,000 

1年内返済予定の長期借入金 155,628 82,841 

1年内償還予定の社債 30,600 － 

未払金 808,888 625,896 

未払法人税等 608,678 944,372 

賞与引当金 374,844 171,775 

役員賞与引当金 25,200 8,250 

その他 958,972 1,252,477 

流動負債合計 14,011,611 15,266,307 

固定負債   

社債 59,400 － 

長期借入金 410,794 224,750 

退職給付引当金 268,873 － 

その他 121,276 403,909 

固定負債合計 860,343 628,659 

負債合計 14,871,954 15,894,966 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,031,837 4,031,837 

資本剰余金 3,184,465 3,184,209 

利益剰余金 5,441,672 6,279,410 

自己株式 △1,628,474 △1,628,241 

株主資本合計 11,029,500 11,867,216 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 194,102 515,476 

為替換算調整勘定 74,442 157,926 

その他の包括利益累計額合計 268,545 673,403 

新株予約権 242,771 274,257 

少数株主持分 4,931,983 5,483,598 

純資産合計 16,472,800 18,298,475 

負債純資産合計 31,344,755 34,193,442 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 69,638,612 75,615,629 

売上原価 59,174,311 65,275,297 

売上総利益 10,464,301 10,340,332 

販売費及び一般管理費 9,437,399 9,046,092 

営業利益 1,026,901 1,294,239 

営業外収益   

受取利息 7,458 4,737 

受取配当金 12,940 8,870 

持分法による投資利益 42,366 － 

保険解約返戻金 － 14,791 

為替差益 12,799 － 

その他 42,953 22,258 

営業外収益合計 118,518 50,657 

営業外費用   

支払利息 15,660 6,278 

支払手数料 36,591 － 

持分法による投資損失 － 10,632 

その他 15,759 23,321 

営業外費用合計 68,012 40,231 

経常利益 1,077,408 1,304,665 

特別利益   

関係会社株式売却益 － 1,411,544 

その他 354,523 118,905 

特別利益合計 354,523 1,530,450 

特別損失   

減損損失 83,785 61,548 

解約違約金 27,161 － 

その他 26,693 96,835 

特別損失合計 137,640 158,383 

税金等調整前四半期純利益 1,294,290 2,676,731 

法人税、住民税及び事業税 692,373 1,188,816 

法人税等調整額 20,132 23,304 

法人税等合計 712,506 1,212,120 

少数株主損益調整前四半期純利益 581,784 1,464,610 

少数株主利益 55,163 335,516 

四半期純利益 526,621 1,129,094 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 581,784 1,464,610 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △179,585 358,198 

繰延ヘッジ損益 △42,392 － 

為替換算調整勘定 △6,341 96,177 

持分法適用会社に対する持分相当額 － 19,805 

その他の包括利益合計 △228,319 474,182 

四半期包括利益 353,464 1,938,792 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 380,630 1,533,952 

少数株主に係る四半期包括利益 △27,165 404,840 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,294,290 2,676,731 

減価償却費 501,877 437,394 

減損損失 83,785 61,548 

のれん償却額 185,456 183,125 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,628 1,538 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,443 △268,873 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,037 △10,328 

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,398 △203,068 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,250 △16,950 

預り金の増減額（△は減少） 40,382 4,810 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △129,911 30,548 

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,411,544 

受取利息及び受取配当金 △20,398 △13,607 

支払利息 15,660 6,278 

持分法による投資損益（△は益） △42,366 10,632 

固定資産除売却損益（△は益） 6,551 10,034 

新株予約権戻入益 △37,327 △6,172 

持分変動損益（△は益） △96,339 △91,431 

売上債権の増減額（△は増加） 380,763 844,039 

前渡金の増減額（△は増加） △61,823 △28,344 

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,222 △22,288 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △42,511 △144,572 

仕入債務の増減額（△は減少） △895,581 303,575 

未払金の増減額（△は減少） △72,773 △3,262 

未払消費税等の増減額（△は減少） 263,661 231,297 

長期未払金の増減額（△は減少） 1,588 274,366 

その他 △145,658 △347,423 

小計 1,207,602 2,508,052 

利息及び配当金の受取額 21,283 20,714 

利息の支払額 △14,328 △5,854 

法人税等の支払額 △800,731 △831,200 

営業活動によるキャッシュ・フロー 413,825 1,691,711 



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,816,450 △5,200,000 

定期預金の払戻による収入 1,700,000 4,634,555 

有形固定資産の取得による支出 △582,227 △106,509 

無形固定資産の取得による支出 △424,878 △509,537 

投資有価証券の取得による支出 △62,554 △505,098 

投資有価証券の売却及び償還による収入 266,860 29,903 

差入保証金の回収による収入 241,721 49,373 

長期貸付けによる支出 △74,440 － 

貸付金の回収による収入 10,451 1,430 

関係会社株式の取得による支出 △604,636 △19,762 

関係会社株式の売却による収入 － 1,547,497 

事業譲受による支出 △57,467 － 

差入保証金の差入による支出 △12,663 △13,838 

貸付けによる支出 － △1,400 

保険積立金の積立による支出 △11,010 △6,633 

保険積立金の解約による収入 － 30,638 

その他 △2,756 9,633 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,430,050 △59,749 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △54,494 870,000 

長期借入れによる収入 531,000 － 

長期借入金の返済による支出 △224,443 △96,180 

新株予約権の発行による収入 － 29,230 

連結子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻に
よる収入

－ 408,595 

少数株主からの払込みによる収入 65,133 8,172 

ストックオプションの行使による収入 5,526 280,784 

配当金の支払額 △294,072 △291,530 

少数株主への配当金の支払額 △122,722 △80,773 

その他 △3,032 △7,234 

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,103 1,121,064 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 99,086 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,113,352 2,852,113 

現金及び現金同等物の期首残高 9,573,605 6,595,701 

連結子会社と非連結子会社の合併による現金及び現
金同等物の増加額

10,941 － 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △157,465 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,471,194 9,290,348 



  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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