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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

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 ％

25年3月期第3四半期 19,920 12.7 2,211 △8.1 2,246 △7.9 1,344 △0.3
24年3月期第3四半期 17,682 △4.8 2,407 △8.1 2,440 △7.7 1,348 △2.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,343百万円 （△0.1％） 24年3月期第3四半期 1,345百万円 （△2.1％）

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

25年3月期第3四半期 55.12 55.06
24年3月期第3四半期 55.28 55.27

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第3四半期 17,693 13,457 75.8 549.67
24年3月期 16,951 12,569 74.1 514.59
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,411百万円 24年3月期  12,555百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 10.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
    連結業績予想の修正については、本日（平成25年２月１日）公表の「平成25年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 27,200 11.9 3,000 △9.4 3,000 △11.1 1,800 △5.7 73.77



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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料４ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料４ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続き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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページの「１．当四半期決算に関
する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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） 25年3月期3Q 25,984,000 株 24年3月期 25,984,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,585,400 株 24年3月期 1,585,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 24,398,600 株 24年3月期3Q 24,398,600 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

わが国経済は復興需要が下支えする中、世界景気の減速等を背景として弱い動きを続けてきましたが、足下では

緊急経済対策の閣議決定等を背景に円高の修正が進んでおり、景気回復に向かうことが期待されています。 

当社サービスの対象である外食産業においては、外食支出が概ね横ばいで推移していることから、引き続き厳し

い環境が続いております。 

このような環境のもと、「飲食店のオフィシャルサイト」である当社サイトと、「1,000人の営業体制」を活

用・強化し、「飲食店のサポーター」という立場で加盟飲食店の販促・集客の支援を行っております。 

また、中長期的な成長のための施策として、「ぐるなびPROの機能拡張」と「生産者と飲食店をつなぐプラット

フォームの構築」に積極的に取り組み、事業収益の更なる拡大を図っております。 

  

（飲食店のオフィシャルサイト） 

 当社が運営する飲食店情報検索サイト「ぐるなび」は、飲食店にとっては「低コストで、簡単に」消費者への情

報発信が可能となり、インターネット利用者にとっては飲食店の情報を「いつでも、どこでも、すぐに」検索可能

な「飲食店のオフィシャルサイト」です。更なる利用者の拡大、店舗ページへの誘導強化の取り組みとして、５月

に観光名所や人気スポットから距離別に周辺の飲食店を検索できる機能の追加、６月にレストラン検索結果画面へ

の絞り込み条件の追加を行ったほか、７月にFacebookのアカウントを利用してぐるなび会員への新規入会・ログイ

ンが可能となる機能を追加する等、ユーザーの利便性強化を図りました。また、５月には「スーパーらくらく幹事

さん」のスマートフォンアプリの提供、10月からは特定のメニューや業態を軸にした飲食店検索アプリ「みつけて

○○」のシリーズでの提供を開始する等、多様化するモバイル端末によるユーザーの使用場面の拡大を図りまし

た。 

 また、４月に「セクレタリーズデー（秘書の日）」にちなんだ「セクレタリーズウィークイベント」、８月に

「ジャパン・レストラン・ウィーク2012 サマープレミアム」を開催し、ワンランク上の人気店や老舗、高級レス

トランでの外食機会創出に取り組んだほか、11月には日本で初めて「ミシュランガイド」をインターネット上で閲

覧・検索するサービス「ミシュランガイド・デジタル」の運営を開始いたしました。 

こうしたメディアパワーの向上を図る施策を通じて、月間アクセス数は9.3億ページビュー（平成24年12月現

在）、月間ユニークユーザー数は3,400万人（平成24年12月現在）、ぐるなび会員数（登録ユーザー数）は1,004万

人（平成25年１月１日現在）となりました。 

  

（1,000人の営業体制） 

 当社はITを利用した集客・販促の支援にとどまらず、営業スタッフによる販促支援、巡回スタッフによる巡回サ

ービス、ぐるなび大学（飲食店向け販促講座）、コールセンター、ぐるなび通信（当社発行飲食店向け情報誌）等

の人的サポートにより飲食店をきめ細かくサポートしております。 

 当社独自のオンライン（飲食店のオフィシャルサイト）、オフライン（1,000人の営業体制）双方のサポート体

制により、当第３四半期末の総加盟店舗数（有料・無料）は115,072店舗となりました。  

   

（ぐるなびPROの機能拡張） 

当社は、加盟飲食店自らが正確かつ詳細な情報をリアルタイムにユーザーに伝えられる「ぐるなびPRO」を通じ

て加盟飲食店による効果的な販促を可能としてきました。今後は販促だけでなく飲食店経営全般に亘るIT化を支援

することで、生産性の向上による飲食店の収益拡大に資するよう、６月にぐるなびスーパー「ぐ」ポイントの店頭

での即時利用サービスを開始したほか、平成25年４月に予定している「ぐるなびタッチ」新端末導入に向けた実証

実験を10月に開始し「ぐるなびPRO」の本格展開に向けて取り組んでおります。 

  

（生産者と飲食店をつなぐプラットフォームの構築） 

毎月1,000店規模で加盟飲食店のシェフ・料理人が開催する料理教室や試食会を支援するとともに、そこで用い

られる無料のお試し食材の受発注を可能とする「全国お試し食材情報刊（タブロイド版及びWeb版）」を開始する

等、全国各地の食材生産者、メーカー等に食材プロモーションの場を提供することで、生産者と飲食店をつなぐプ

ラットフォームを構築し、飲食店の食材調達にも資する食材関連ビジネスのストック化を進めております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（その他） 

５月にぐるなびプレミアム会員（有料会員）サービスを開始いたしました。また、５月に食と旅を軸としたウェ

ブサイト「ぐるたび」を全国各地の 新の地元情報が楽しめる地元参加型メディアとしてリニューアルいたしまし

た。「ぐるなび食市場」「ぐるなびデリバリー」等のECサイトにつきましては、取扱高の拡大に向けて引き続き注

力しております。ウエディング情報検索サイト「ぐるなびウエディング」は結婚式場の検索を７月より福岡エリ

ア、９月より札幌エリアにて開始したほか、東京のおでかけ情報サイト「レッツエンジョイ東京」では11月におで

かけ情報を持ち歩けるスマートフォンアプリ「東京100ガイド」の提供を開始するなどユーザーの使用場面の拡大

を図っております。 

上記のほか、外食産業を盛り上げるべく10月から年末にかけて忘年会を喚起するテレビコマーシャル、交通広告

を展開いたしました。また日本の外食文化の担い手である料理人の活躍の場を拡げる契機とすべく、９月にシェフ

から学ぶレシピサイト「シェフごはん」を開設、10月には日本 大級の料理コンテスト「ぐるなびシェフBEST OF 

MENU」を開催いたしました。 

  

以上のような活動の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は19,920百万円（前年同期比12.7％増）となりま

した。事業の区分別売上高は、次のとおりです。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

２．当社は、第１四半期連結会計期間より飲食店販促サービス売上高の多くがストック型であることに鑑

み、「販促パックサービス」と「継続型サービス」を統合し「ストック型サービス」へ売上高区分を

変更しております。前年同期比較につきましては、前年数値を変更後の売上高区分に組み替えた数値

で比較しております。 

  

第３四半期末における加盟店舗数（有料）は50,758店（前年同期末比1,645店増）となり、また当第３四半期に

おけるストック型サービスの店舗あたり契約高（ARPU）は月額38,277円（前年同期比2,638円増）となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間における各利益項目は、ぐるなびスーパー「ぐ」ポイントの普及、ぐるなび会

員増強等将来に向けた戦略に経費を積極的に投下した結果、営業利益2,211百万円（前年同期比8.1％減）、経常利

益2,246百万円（前年同期比7.9％減）、四半期純利益1,344百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主にソフトウエアが増加したことにより、前連結会計年度末と比べ

742百万円増加し17,693百万円となりました。また負債につきましては、主に未払法人税等及び賞与引当金が減少

したことにより、前連結会計年度末と比べ145百万円減少し4,236百万円となりました。純資産につきましては、主

に利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末と比べ887百万円増加し13,457百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年２月１日付けで、通期業績予想の修正を行っております。詳細につきましては「平成25年３月期 通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

区分 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日） 

当第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） 
前年同期比 

（％） 

金額（千円） 金額（千円） 

基盤事業 

飲食店販促サービス       

  

ストック型サービス  15,158,562  16,630,173  109.7

スポット型サービス  784,382  1,039,271  132.5

小計  15,942,945  17,669,444  110.8

プロモーション  550,909  561,974  102.0

小計  16,493,855  18,231,419  110.5

関連事業  1,188,266  1,688,892  142.1

合計  17,682,121  19,920,311  112.7

㈱ぐるなび　(2440)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－3－



（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、一部の連結会社において当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,548,458 6,718,643

受取手形及び売掛金 3,706,628 3,780,988

仕掛品 12,883 10,014

未収入金 1,035,090 1,260,311

その他 649,093 718,887

貸倒引当金 △445,681 △350,171

流動資産合計 12,506,472 12,138,672

固定資産   

有形固定資産 953,016 952,275

無形固定資産   

のれん 1,250 －

ソフトウエア 2,206,645 3,072,571

その他 76,213 192,882

無形固定資産合計 2,284,108 3,265,454

投資その他の資産 1,207,421 1,336,681

固定資産合計 4,444,546 5,554,411

資産合計 16,951,019 17,693,083

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 137,679 170,427

未払法人税等 736,445 231,176

賞与引当金 461,705 256,681

ポイント引当金 221,797 365,844

未払金 1,915,055 2,156,367

その他 625,336 834,052

流動負債合計 4,098,020 4,014,550

固定負債   

負ののれん 15,296 －

資産除去債務 172,858 174,325

その他 95,765 47,141

固定負債合計 283,920 221,466

負債合計 4,381,940 4,236,016

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,334,300 2,334,300

資本剰余金 2,884,780 2,884,780

利益剰余金 9,228,282 10,085,148

自己株式 △1,841,718 △1,841,718

株主資本合計 12,605,645 13,462,510

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △50,418 △51,393

その他の包括利益累計額合計 △50,418 △51,393

新株予約権 13,851 45,949

純資産合計 12,569,078 13,457,067

負債純資産合計 16,951,019 17,693,083
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 17,682,121 19,920,311

売上原価 3,617,770 4,185,046

売上総利益 14,064,351 15,735,265

販売費及び一般管理費 11,657,323 13,523,964

営業利益 2,407,027 2,211,300

営業外収益   

受取利息 3,568 5,723

負ののれん償却額 22,944 15,296

事務所移転費用引当金戻入額 6,272 －

為替差益 920 －

その他 8,246 20,639

営業外収益合計 41,953 41,659

営業外費用   

支払利息 8,350 1,397

為替差損 － 4,691

営業外費用合計 8,350 6,088

経常利益 2,440,630 2,246,871

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 2,350 16,320

特別損失合計 2,350 16,320

税金等調整前四半期純利益 2,438,280 2,230,550

法人税等 1,089,599 885,712

少数株主損益調整前四半期純利益 1,348,680 1,344,837

四半期純利益 1,348,680 1,344,837
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,348,680 1,344,837

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △2,943 △975

その他の包括利益合計 △2,943 △975

四半期包括利益 1,345,737 1,343,862

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,345,737 1,343,862

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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