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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

当社の前連結会計年度（平成20年３月期）は、平成19年１月１日から平成20年３月31日までの15ヶ月間であります。また、平成20年3月期第１四半期は、平成19年１月１
日から平成19年３月31日までであります。平成20年3月期第１四半期の連結経営成績との平成21年3月期第１四半期（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）の連
結経営成績は適切に比較できないため、上表において、平成20年3月期第１四半期の連結経営成績の記載を省略しております。 
なお、定性的情報・財務諸表等、１．当第１四半期会計期間の経営成績と前年同期間の経営成績との比較において、平成21年3月期第１四半期の経営成績と平成19年４
月１日から平成19年６月30日までの３ヶ月間の経営成績を記載いたしております。  

(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 ％

21年3月期第1四半期 833 ― 142 ― 160 ― 121 ―
20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 448.04 447.87
20年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 7,478 7,047 88.0 24,260.42
20年3月期 8,009 7,091 78.2 23,664.28

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,579百万円 20年3月期  6,265百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

21年３月期の１株当たり配当は、未定であります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 550.00 550.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

平成20年３月期は決算期の変更（12月31日を３月31日）に伴い、平成19年１月１日～平成20年３月31日の変則決算となっているため対前期増減率は記載しておりませ
ん。 なお、平成21年３月期の個別業績予想については、定性的情報・財務諸表等 ２ 平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）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

第2四半期連結累計期間 1,840 ― 333 ― 358 ― 196 ― 722.74
通期 3,700 ― 730 ― 780 ― 420 ― 1,548.72

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

平成20年4月1日に子会社であるＳＢＩマーケティング株式会社の所有全株式を当社の親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社に譲渡したため、同社は当社の
子会社ではなくなり、連結の範囲から除外しております。 詳細については、定性的情報・財務諸表等 ６．その他 期中における重要な子会社の異動、および７．四
半期連結財務諸表 【注記事項】 （企業結合等関係）をご参照ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
詳細については、定性的情報・財務諸表等 ７．四半期連結財務諸表 【簡便な会計処理】 【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 をご
参照ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細については、定性的情報・財務諸表等 ７．四半期連結財務諸表 【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 ３．会計処理基準に
関する事項の変更 をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当社の平成20年3月期第１四半期は、平成19年１月１日から平成19年３月31日までであります。平成20年3月期の期中平均株式数と平成21年3月期第１四半期（平
成20年４月１日から平成20年６月30日まで）の期中平均株式数は適切に比較できないため、平成20年3月期第１四半期の期中平均株式数の記載を省略しておりま
す。 なお、平成19年4月１日から平成19年６月30日までの３ヶ月間の期中平均株式数は、264,711株であります。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想は、当社の事業に関連性の高い金融商品市場の動向の見極めが困難であり、現時点の受注状況、顧客の動向等から見直しを行なうのには時期尚早であ
ると判断し、平成20年４月23日に発表した業績予想から修正しておりません。今後、金融商品市場の動向、受注状況、顧客の動向等の見極めができ次第、見直しを行う
予定です。なお、上記の予想は、発表日現在において入手可能な状況に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。詳細は、定性的情報・財務諸表等 ５．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当期の配当予想は未定でありますが、今後の業績等を総合的に勘案して、1株当たり配当を決定次第開示いたします。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 ＳＢＩマーケティング株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  271,192株 20年3月期  264,772株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  271,192株 20年3月期第1四半期  ―株
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定性的情報・財務諸表等

１．当第１四半期連結会計期間の経営成績と前年同期間の経営成績との比較

当社の前連結会計年度（平成20年３月期）は、平成19年１月１日から平成20年３月31日までの15ヶ月間であります。

また、前第１四半期連結会計期間は、平成19年１月１日から平成19年３月31日までであります。

前第１四半期連結会計期間の経営成績との当第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日ま

で）の経営成績は適切に比較できないため、以下に当第１四半期連結会計期間の経営成績と平成19年４月から平成19

年６月までの３ヶ月間の経営成績を記載いたします。

平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間の経営成績は、平成20年３月期第２四半期連結会計期間（平成19年１

月１日から平成19年６月30日）の経営成績から同期第１四半期連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年３月31

日まで）の経営成績を差し引いて算定しております。

また、平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間の経営成績は、本第１四半期決算短信で初めて公表するもので

あり、会計監査は受けておりません。

　（百万円未満切捨て表示）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同期間増減率）

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 ％

平成21年３月期第１四半期
（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

833 △27.7 142 △18.4 160 △15.1 121 21.7

平成19年４月から平成19年６月ま
での３ヶ月間

1,152 － 174 － 189 － 99 －

 

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

平成21年３月期第１四半期
（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

448 04 447 87

平成19年４月から平成19年６月ま
での３ヶ月間

377 08 371 68

 

(2）個別経営成績 （％表示は対前年同期間増減率）

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 ％

平成21年３月期第１四半期
（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

707 127.9 135 25.2 179 29.9 133 54.0

平成19年４月から平成19年６月ま
での３ヶ月間

310 － 107 － 138 － 86 －

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

平成21年３月期第１四半期
（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

493 50 493 31

平成19年４月から平成19年６月ま
での３ヶ月間

328 20 326 48

 

２. 平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

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

第２四半期
累計期間

1,410 － 190 － 230 － 138 － 508 86

通期 2,800 － 420 － 480 － 288 － 1,061 98

（注）平成20年３月期は決算期の変更（12月31日を３月31日）に伴い、平成19年１月１日～平成20年３月31日の変則決算

となっているため対前期増減率は記載しておりません。
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３．連結経営成績に関する定性的情報

連結経営成績に関する定性的情報は、当第１四半期の経営成績と平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間の経

営成績に基づいて記載しております。

 

 (1)　当第１四半期連結会計期間の連結業績の概況　

当第１四半期連結会計期間（平成20年４月1日～平成20年６月30日）の連結業績は、売上高が前年同期間（平成19年

４月１日～平成19年６月30日）の1,152百万円から319百万円（△27.7％）の減収となる833百万円となりました。

平成20年4月1日に子会社であるＳＢＩマーケティング株式会社の所有全株式を当社の親会社であるＳＢＩホールディ

ングス株式会社に譲渡したため、同社は当第１四半期には当社の子会社ではなくなり、連結の対象外となりました。

ＳＢＩマーケティング株式会社は、前年同期間に399百万円の売上高があり、ＳＢＩマーケティング株式会社の連結か

らの除外が、減収の主な原因となっております。

セグメント別には、金融情報評価・情報提供・コンサルティングで、前年同期間に比べ、ＳＢＩマーケティング株式

会社の広告代理店業務399百万円の売上高がなくなりました。また、平成19年４月に当社の子会社となった株式会社株

式新聞社の前年同期間における損益は、１ヶ月間を持分法、２ヶ月間を連結で処理しております。そのため株式会社

株式新聞社の前年同期間の連結上の売上高は２ヶ月間となっており、３ヶ月間の計上となる当第１四半期連結会計期

間の売上は前年同期間の売上を比較すると105百万円の増加となります。

上記の結果、金融情報評価・情報提供・コンサルティングの当第１四半期連結会計期間の売上高は731百万円と前年

同期間の998百万円から267百万円（△26.8％）の減収となりました。また、営業費用は、ＳＢＩマーケティング株式

会社の連結からの除外により、前年同期間の874百万円から293百万円（△33.6％）減少し581百万円となりました。そ

の結果、金融情報評価・情報提供・コンサルティングの営業利益は、前年同期間の124百万円から26百万円（21.2％）

の増益となる150百万円となりました。　　

ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティングの売上高は、前年同期間の154百万円から52百万円（△33.8％）の

減収となる102百万円となりました。また、営業費用は、前年同期間の104百万円から6百万円（6.1％）増加し、111百

万円となりました。その結果、ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティングの営業利益は、前年同期間の49百万

円から58百万円（△119.0％）の減益となり、9百万円の営業損失となりました。

　上記の結果、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、前年同期間の174百万円から32百万円（△18.4％）の減益

となる142百万円となりました。

前年同期間に比べ、営業外収益が1百万円減少し、営業外費用が4百万円減少した結果、当第１四半期連結会計期間の

経常利益は、前年同期間の189百万円から28百万円（△15.1％）減益となる160百万円となりました。

前年同期間の特別損益はありませんでしたが、当第１四半期連結会計期間には、ＳＢＩマーケティング株式会社の株

式売却益2百万円を特別利益に計上し、株式会社株式新聞社の合併・経営統合に伴う事務所の統合・整備に係る費用8

百万円を特別損失に計上した結果、税金等調整前四半期純利益は、前年同期間の189百万円から34百万円（△18.0％）

の減益となる155百万円となりました。　

　平成20年４月に合併した子会社株式会社株式新聞社から引き継いだ繰越欠損金の課税所得からの控除により、税金

等調整前四半期純利益に対する税金の負担率が22.7％となり、法人税ほかの税額が前年同期間と比べ45百万円減少い

たしました。また、子会社ゴメス・コンサルティング株式会社の四半期純利益が、前年同期間の28百万円の利益から

当第１四半期連結会計期間に4百万円の損失となったことから、少数株主損益が前年同期間に比べ10百万円利益のプラ

スとなり、その結果、四半期純利益は前年同期間の99百万円から21百万円（21.7％）の増益となる121百万円となりま

した。
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 (2)　商品・サービス別販売実績

セグメント別売上高

前年同期間

 （自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

 （自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日） 増加率(%)

 商品・サービス別売上高 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%)

金融情報評価・情報提供・コンサルティング     

 コンサルティング 236,682 20.5 203,369 24.4 △14.1

 データ・ソリューション  372,425 32.3 401,812 48.2 7.9

 メディア・ソリューション 124,676 10.8 126,379 15.2 1.4

 合計 733,784 63.6 731,561 87.8 △0.3

 株式新聞社の売上期間調整（注１） △134,859 △11.7    

 ＳＢＩマーケティングの売上（注２） 399,999 34.7    

 セグメント売上　 998,924 86.6 731,561 87.8 △26.8

ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティング    

 ウェブ・コンサルティング    128,356 11.1 71,603 8.6 △44.2

 ＧＰＮ(Gomez Performance Networks） 7,910 0.7 13,643 1.6 72.5

 ＳＥＯ(Search Engine Optimization） 17,034 1.5 16,122 1.9 △5.4

 その他 769 0.1 668 0.1  

 セグメント売上 154,070 13.4 102,037 12.2 △33.8

連結売上高 1,152,995 100.0 833,599 100.0 △27.7

（注）１．平成19年４月に連結子会社となった株式会社株式新聞社の前年同期間における損益は、１ヶ月間を持分法、２ヶ

月間を連結で処理しております。そのため株式会社株式新聞社の連結上の売上は２ヶ月間となっております。

当第１四半期連結会計期間との比較を行なうために、前年同期間の商品・サービス別売上高に株式会社株式新

聞社の売上が３ヶ月間の売上となるように１ヶ月分の売上を加算し、別途、合計から減算してセグメント売上

高を表示しております。

２．当第１四半期連結会計期間より、ＳＢＩマーケティング株式会社は当社の連結子会社でなくなりました。期間

比較を行なうために、前年同期間の商品・サービス別売上高からＳＢＩマーケティング株式会社の売上高を除

き、別途、合計に加算してセグメント売上高を表示おります。

 

①　金融情報評価・情報提供・コンサルティング

 ・コンサルティング

ゆうちょ銀行ほかに提供しているフリーマガジンが前年同期間の23万部から38万部に増加し、スポンサー収入が増加

いたしました。また、確定拠出年金関連のコンサルティング売上が増加いたしました。一方、当第１四半期連結会計

期間には、前年同期間に行なった大規模な資産運用セミナーがないなどセミナー関連の売上が減少いたしました。そ

の結果、コンサルティングの売上高は、前年同期間の236百万円から33百万円（△14.1％）の減収となる203百万円と

なりました。

 ・データ・ソリューション

ＩＲデータ、投信データ、株価情報データの販売は、提供先の増加などにより大幅に増加いたしました。一方、日刊

「株式新聞」の発行部数が減少したため購読料売上が減少いたしました。その結果、データ・ソリューションの売上

は、前年同期間の372百万円から29百万円（7.9％）の増収となる401百万円となりました。
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 ・メディア・ソリューション

当第１四半期連結会計期間３ヶ月間のインターネットサイト及びモバイルサイトのページビュー（旧株式新聞のＷＥ

Ｂサイトを含む）は、73,620千ページビューとなり、前年同期間の61,299千ページビューから12,321千ページビュー

に増加し、当社のＷＥＢサイトの広告収入は堅調に推移いたしました。一方、日刊「株式新聞」の発行部数減少の影

響により新聞広告収入が減少いたしました。その結果、メディア・ソリューションの売上高は、前年同期間の124百万

円から1百万円（1.4％）の増収となる126百万円となりました。

 ②　ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティング

 ・ウェブ・コンサルティング

金融機関向けの大型案件のコンサルティングが前連結会計年度に終了し、当第１四半期は第２四半期以降の売上に係

る受注獲得活動に注力いたしました。その結果、前年同期の128百万円から56百万円（△44.2％）の減収となる71百万

円となりました。

 ・ＧＰＮ（Gomez performance Networks）

 前期からの継続顧客向け業務が順調に推移したほか、大型案件の寄与もあり、前年同期の7百万円から5百万円

（72.5％）の増収となる13百万円となりました。

 ・ＳＥＯ（Search Engine Optimization）

 ＳＥＯ（検索エンジン最適化：検索エンジンにおいてウェブサイトを上位表示させ、集客力を高めるためのアドバ

イス業務）の売上高に前年同期と変動は少なく、前年同期の17百万円から16百万円となりました。

 

 (3)　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比

べ224百万円減少し、1,962百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は前年同期間と比べ、30百万円減少し、27百万円となりました。

税金等調整前四半期純利益が155百万円計上された一方、法人税等の支払が53百万円などがあったことによるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に支出した資金は前年同期間と比べ、37百万円増加し、90百万円となりました。

これは、主に平成20年４月に、子会社ＳＢＩマーケティング株式会社の全株式を売却し、同社が連結の範囲からは

ずれ、同社の現金預金206百万円（前連結会計年度末残高）が四半期連結貸借対照表に計上されなくなった。一方、

同社株式の売却収入105百万円があり、純額で101百万円の現金預金が減少したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により支出した資金は前年同期間に比べ、153百万円増加し、161百万円となりました。

これは、主に決算期変更に伴い期末配当金の支払が、３月から６月に変わったことにより、前年同期間になり配当

金の支払いが当第１四半期連結会計期間に145百万円あったことによるものであります。

 

４．連結財政状態に関する定性的情報

流動資産は、前連結会計年度末に比較して546百万円減少しました。これは主として現金預金が224百万円減少したこ

と、売掛金が319百万円減少したことによるものであります。 

現金及び預金の減少は、主としてＳＢＩマーケティング株式会社の全株式を譲渡したことにより、同社が当第１四半

期連結会計期間に連結の範囲から外れ、同社の現金及び預金206百万円（前連結会計年度末残高）が四半期連結貸借対

照表に計上されなくなったこと、配当金145百万円の支払を行なったことによるものであります。

また、売掛金の減少は、主としてＳＢＩマーケティング株式会社が連結の範囲から外れたことにより、同社の売掛金

376百万円（前連結会計年度末残高）が四半期連結貸借対照表に計上されなくなったことによるものであります。

有形固定資産は、株式会社株式新聞社との合併・統合に伴う情報インフラの整備などにより10百万円増加しました。

無形固定資産は、28百万円のシステム投資を行ないましたが、ソフトウェア、のれんの償却等が32百万円あり、前連

結会計年度末に比較して4百万円減少しました。投資その他の資産が10百万円増加しましたが、これは主として株式会

社株式新聞社との合併に伴う事務所統合のため、本社事務所を増床した長期差入保証金9百万円によるものであります。

その結果、資産合計は前連結会計年度末に比較して530百万円減少し、7,478百万円となりました。　

流動負債は、前連結会計年度末に比較して476百万円減少し、417百万円となりました。これは主としてＳＢＩマーケ

ティング株式会社の全株式を譲渡したことにより、当第１四半期連結会計期間に連結の範囲から外れ、同社の買掛金

449百万円（前連結会計年度末残高）が四半期連結貸借対照表に計上されなくなったことによるものであります。　

固定負債が9百万円減少しましたが、これは長期借入金のうち１年以内返済予定分を流動負債に振替えたものであり

ます。　
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株式会社株式新聞社との合併により、その他資本剰余金が337百万円計上されました。また、当第１四半期連結会計

期間に121百万円の純利益が計上され、145百万円の配当を行なった結果、利益剰余金が24百万円減少いたしました。

その結果、株主資本合計額は、前連結会計年度末と比較して313百万円増加し、6,579百万円となりました。　

また、株式会社株式新聞社との合併により少数株主持分が358百万円減少した結果、純資産合計額は、前連結会計年

度末と比較して44百万円減少し、7,047百万円となりました。　

 

５．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年4月1日に子会社であるＳＢＩマーケティング株式会社の所有全株式を当社の親会社であるＳＢＩホールディ

ングス株式会社に譲渡した結果、ＳＢＩマーケティング株式会社は、平成20年４月１日に当社の連結の範囲から外れ

ました。　

ＳＢＩマーケティング株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの売上高は、2,600百万円であり、同

社株式を譲渡しない場合と比べ、当社の平成21年3月期の連結売上高は、上記金額以上の減少が生じるものと考えてお

ります。なお、同期間のSBIマーケティング株式会社の当期純利益は2百万円であり、連結利益に関して重要な影響は

生じないものと考えております。　

 

６．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動

これは、主に決算期変更に伴い期末配当金の支払が、３月から６月に変わったことにより、前年同期間になり配当

金の支払いが当第１四半期連結会計期間に145百万円あったことによるものであります。

平成20年4月1日に子会社であるＳＢＩマーケティング株式会社の所有全株式を当社の親会社であるＳＢＩホールディ

ングス株式会社に譲渡したため、同社は当社の子会社ではなくなりました。

名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

(％)

議決権の
被所有割
合(％)

関係内容

(平成20年４月１日に親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社に譲渡した連結子会社)  

ＳＢＩマーケティン

グ株式会社
東京都港区 65

マーケティング・コ

ンサルティング、広

告代理店業務

92.0 ―
業務の受託・委託

役員の兼任…２名

 

当社は、平成20年４月１日に子会社である株式会社株式新聞社と合併いたしました。　

名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

(％)

議決権の
被所有割
合(％)

関係内容

(平成20年４月１日にモーニングスター株式会社に合併した連結子会社)  

株式会社株式新聞社 東京都中央区 297 日刊株式新聞の発行 52.3 ―

商品・サービスの

販売及び購入 

役員の兼任…３名

 

(2) 事業上および財務上の当社が対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。　
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7．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,963,458 2,188,358

売掛金 432,823 752,246

有価証券 4,078,807 4,078,741

仕掛品 720 8,100

繰延税金資産 16,611 17,819

その他 65,314 59,566

貸倒引当金 △5,627 △5,827

流動資産合計 6,552,108 7,099,004

固定資産   

有形固定資産 ※1  72,982 ※1  62,003

無形固定資産   

のれん 138,832 153,467

その他 270,864 260,608

無形固定資産合計 409,696 414,075

投資その他の資産   

投資有価証券 131,963 131,682

繰延税金資産 3,836 1,396

その他 304,491 297,016

投資その他の資産合計 440,291 430,095

固定資産合計 922,970 906,174

繰延資産 3,588 4,412

資産合計 7,478,667 8,009,591
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 78,772 514,180

未払金 161,524 177,876

1年内返済予定の長期借入金 36,000 36,000

未払法人税等 48,677 55,783

未払消費税等 20,378 28,827

その他 72,482 81,591

流動負債合計 417,835 894,259

固定負債   

長期借入金 9,000 18,000

その他 4,698 5,669

固定負債合計 13,698 23,669

負債合計 431,533 917,928

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,093,080 2,093,080

資本剰余金 2,821,637 2,484,387

利益剰余金 1,664,392 1,688,512

株主資本合計 6,579,110 6,265,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 120 △341

評価・換算差額等合計 120 △341

少数株主持分 467,902 826,024

純資産合計 7,047,133 7,091,662

負債純資産合計 7,478,667 8,009,591

- 2 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 833,599

売上原価 396,433

売上総利益 437,165

販売費及び一般管理費 ※1  295,096

営業利益 142,068

営業外収益  

受取利息 20,483

受取配当金 18

その他 650

営業外収益合計 21,152

営業外費用  

支払利息 417

為替差損 63

株式交付費 1,444

その他 455

営業外費用合計 2,379

経常利益 160,841

特別利益  

子会社株式売却益 2,945

特別利益合計 2,945

特別損失  

事務所移転費用 ※2  8,432

特別損失合計 8,432

税金等調整前四半期純利益 155,354

法人税、住民税及び事業税 45,128

法人税等調整額 △9,788

法人税等合計 35,340

少数株主利益 △1,491

四半期純利益 121,504
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 155,354

減価償却費 16,260

長期前払費用償却額 1,595

のれん償却額 1,842

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,958

受取利息及び受取配当金 △20,501

支払利息 417

株式交付費 1,444

子会社株式売却損益（△は益） △2,945

固定資産除却損 2,812

売上債権の増減額（△は増加） △57,277

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,900

仕入債務の増減額（△は減少） 13,853

未払金の増減額（△は減少） △37,506

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,488

その他の流動負債の増減額（△は減少） 23,044

小計 80,623

利息及び配当金の受取額 718

利息の支払額 △417

法人税等の支払額 △53,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,389

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △17,174

無形固定資産の取得による支出 △22,227

投資有価証券の売却による収入 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

△101,013

貸付金の回収による収入 50,390

その他 △968

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,988

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △9,000

配当金の支払額 △145,668

少数株主への配当金の支払額 △5,642

リース債務の返済による支出 △923

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,832

現金及び現金同等物の期首残高 2,187,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,962,266
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更 

平成20年４月１日に子会社であるＳＢＩマーケティン

グ株式会社の所有全株式を当社の親会社であるＳＢＩ

ホールディングス株式会社に譲渡したため、同社は当

社の子会社ではなくなり、連結の範囲から除外してお

ります。   

(2）変更後の連結子会社の数  

当社は、平成20年４月１日に子会社である株式会社株

式新聞社と合併いたしました。 

当第１四半期連結会計期間より、ＳＢＩマーケティン

グ株式会社と株式会社株式新聞社が連結子会社ではな

くなり、連結子会社の数は３社となりました。 

２．持分法の適用に関する事項の変更 該当事項はありません。  

３．会計処理基準に関する事項の変更 (1) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成してお

ります。 

(2) リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間

からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース契約日が会計基準適用初年度開始前のリ

ース取引について、引き続き通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を適用しております。 

この変更により、当第１四半期連結会計期間の損益に

与える影響はありません。 

(3) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第

１四半期連結会計期間より適用し、評価基準について

は、原価法から低価法（収益の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。 

この変更により、当第１四半期連結会計期間の損益に

与える影響はありません。 
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【簡便な会計処理】 

該当事項はありません。  

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

該当事項はありません。  

  

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

157,837千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

160,498千円 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

役員報酬 13,968千円

従業員給与 98,784千円

荷造運賃 40,266千円

支払報酬 9,834千円

賃借料 13,603千円

雑給 13,978千円

※２ 事業所移転費用の主な内訳 

東京都中央区築地の事業所（旧株式会社株式新聞社

の事業所）の一部を東京都港区六本木の本社に移転

した費用であります。 

固定資産除却損 2,812千円

事業所原状回復費用 5,620千円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期連結会計期間末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 1,963,458千円 

有価証券 4,078,807千円 

３ヶ月超の定期預金  △70,000千円 

現金同等物以外の有価証券 △4,010,000千円 

現金及び現金同等物の四半期連結会

計期間末残高 

1,962,266千円 
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（発行株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加6,420株は、平成20年４月１日の株式会社株式新聞社との合併よる新株の発行

によるものであります。 

合併に際して発行する普通株式を、合併効力発生日の前日の 終の株式会社株式新聞社の株主名簿に記載又は記

録された株主（但し、当社を除く。）に対して、その保有する株式会社株式新聞社の普通株式に代えて、当該普

通株式１株につき当社の普通株式0.0094株の割合をもって割当交付いたしました。  

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

  

４．配当に関する事項 

配当金支払額  

  

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当四半期連結会計期間

増加株式数（株） 

当四半期連結会計期間

減少株式数（株） 

当四半期連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 264,772 6,420 － 271,192 

合計 264,772 6,420 － 271,192 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当四半期連結

会計期間末残

高（千円） 

前連結会計 

年度末 

当四半期連結

会計期間増加

当四半期連結

会計期間減少 

当四半期連結

会計期間末 

平成13年新株引受権 普通株式 256 － － 256 － 

平成15年第１回新株予約権 普通株式 2,588 － － 2,588 － 

平成18年第２回新株予約権 普通株式 250 － － 250 － 

合計  3,094 － － 3,094 － 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円）  

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

 平成20年６月19日 
定時株主総会 

普通株式   利益剰余金 145,624 550 平成20年３月31日  平成20年６月20日
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第１四半期連結会計期間において、株主資本は、313百万円増加しております。その内訳は、以下のとおりであり

ます。  

（単位：千円）

その他資本剰余金の増加について  

当社は、平成20年４月１日に、子会社である株式会社株式新聞社と合併いたしました。  

合併に際して、合併効力発生日の前日の 終の株式会社株式新聞社の株主名簿に記載又は記録された株主（当社を

除く）に対して、その保有する株式会社株式新聞社の普通株式１株につき当社の普通株式0.0094株の割合をもって割

当交付し、新株式6,420株を発行いたしました。  

当該新株式の発行価格は、企業結合に係る会計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（平成15

年10月31日 企業会計審議会および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号（平成17年12月27日 企業会計基準委員会））に従い、企業結合の主要条件が合意されて公表された

日（平成20年２月25日）前の合理的な期間における株価を、平成20年２月18日から平成20年２月22日までの株式会社

大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株価終値の加重平均値52,531円といたしました。 

新株式発行数6,420株に発行価格52,531円を乗じて、発行価額の総額を337,250千円とし、その他資本剰余金に計上

いたしました。 

  

【継続企業の前提に関する注記】 

該当事項はありません。 

  資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 株主資本合計 
資本準備金 

その他の資本剰
余金  

資本剰余金合計

平成20年３月31日残高 2,093,080 2,484,387   2,484,387 1,688,512 6,265,979 

四半期連結会計期間中の変動額            

合併による新株の発行     337,250 337,250   337,250 

剰余金の配当         △145,624 △145,624 

四半期純利益         121,504 121,504 

四半期連結会計期間中の変動額合計     337,250 337,250 △24,119 313,130 

平成20年６月30日残高 2,093,080 2,484,387 337,250 2,821,637 1,664,392 6,579,110 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日) 

 （注）１．セグメントは、当企業集団が蓄積した情報を比較・分析・評価する「レーティング」の対象分野に従って区

分しております。 

 ２．主なセグメントの内容 

 (1) 金融情報評価・情報提供・コンサルティング 

 モーニングスター株式会社を中心として、投資信託ほかの金融情報を収集し、蓄積した情報を比較・分

析・評価、加工して顧客に提供、コンサルティングを行なう事業 

 (2) ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティング 

主としてゴメス・コンサルティング株式会社が行なうイー・コマースサイトを中心としたウェブサイト

に係わる情報を収集し、蓄積した情報を比較・分析・評価、加工して顧客に提供、コンサルティングを

行なう事業 

  

【所在地別セグメント情報】 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

海外売上高が、連結売上高の10％に満たないため、記載を省略しております。  

  

（デリバティブ取引関係） 

ヘッジ会計が適用されているもの以外のデリバティブ取引はありません。 

  

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。  

  

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 該当事項はありません。 

 

金融情報評
価・情報提
供・コンサル
ティング 
（千円） 

ウェブサイト
評価・情報提
供・コンサル
ティング 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 731,561 102,037 833,599 － 833,599 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高           

計 731,561 102,037 833,599 － 833,599 

営業費用  581,062 111,372 692,435 △904 691,530 

営業利益（又は営業損失） 150,498 △9,334 141,164 904 142,068 
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（企業結合等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

  

共通支配下の取引等の注記 

連結子会社との合併  

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称  金融情報提供 

事業の内容  証券専門新聞の発行、金融情報の配信、上場企業会社説明会の実施 ほか 

（2）企業結合の法的形式 

当社の連結子会社を吸収合併承継会社、株式会社株式新聞社（当社の連結子会社）を吸収合併消滅会社とする

吸収合併 

（3）結合後企業の名称 

モーニングスター株式会社 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

平成17年４月の当社と株式会社株式新聞社との業務資本提携以来、互いの強みである当社の投資信託情報と株

式会社株式新聞社の国内株式情報を相互に補完し、各々のウェブサイト、新聞、雑誌などの媒体を通じて、投資

家に情報提供を行なってまいりました。 

このたびの株式会社株式新聞社との合併は、これまでの情報の相互補完をより強固にするとともに、両社が保

有するコンテンツの融合を図り、更なる充実した総合的な金融情報を提供していくことを目指すものでありま

す。 

また、合併による経営資源を統合し営業力の強化と効率化を図ることにより、当社グループの企業価値の増大

を目指すため、当社と株式会社株式新聞社は平成20年４月１日に合併いたしました。 

合併に際して発行する普通株式を、合併効力発生日の前日の 終の株式会社株式新聞社の株主名簿に記載又は

記録された株主（但し、当社を除く。）に対して、その保有する株式会社株式新聞社の普通株式１株につき当社

の普通株式0.0094株の割合をもって割当交付いたしました。  

２．実施した会計処理の概要 

企業結合に際して支払われた対価はすべて当社の議決権のある株式であります。株式会社株式新聞社は、当社

に連結子会社であるため、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引に該当すると判定し、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、少数株主との取引として処

理しております。 

  

事業分離の注記 

連結子会社の全株式の譲渡  

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行なった主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分

離の概要 

（1）分離先企業の名称 

ＳＢＩホールディングス株式会社 

（2）分離した事業の内容 

ＳＢＩマーケティング株式会社の株式  

所有するＳＢＩマーケティング株式会社の全株式を当社の親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社に譲

渡し、同社の営む広告代理店事業、マーケティング・コンサルティング事業を分離いたしました。  

（3）事業分離を行なった主な理由 

連結子会社であるＳＢＩマーケティング株式会社は、インターネットを主体とした広告代理店事業を営んでお

り、当社とメディア・ソリューションの協業を行っておりました。また、当社の親会社であるＳＢＩホールディ

ングス株式会社及びそのグループ会社の広告・マーケティング関連のハウスエージェントとして機能しておりま

した。 

家計の金融資産が「貯蓄」から「投資」に加速する流れの中、グローバルかつ多様な金融商品の評価情報なら

びに運用アドバイスの需要が今後も一層高まるものと思われます。このような観点から、金融商品を含めた様々

な情報の早期の拡充が も必要であると判断し、当社グループ全体の今後の事業戦略・事業内容を見直すことと

いたしました。 

一方、ＳＢＩマーケティング株式会社の有するインターネットを活用したマーケティングのノウハウやネット

広告代理業での経験は、ＳＢＩホールディングス株式会社の直接の子会社として、より発揮できるものと判断

し、ＳＢＩホールディングス株式会社と協議のうえ、当社の所有するＳＢＩマーケティング株式会社の全株式を

ＳＢＩホールディングス株式会社に譲渡いたました。 
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（4）事業分離日 

平成20年４月１日（株式譲渡日） 

（5）法的形式を含む事業分離の概要 

受入対価を現金等の財産のみとする事業分離  

所有するＳＢＩマーケティング株式会社の全株式（2,627株）を１株40,280円（総額105,815千円）で平成20年4

月１日にＳＢＩホールディングス株式会社へ譲渡いたしました 

２．実施した会計処理の概要 

（1）会計処理の概要 

株式譲渡の対価は全て現金であり、分離先企業は当社の子会社、関連会社以外の企業であるため、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計審議会 平成17年12月27日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、受取対価が現金等

の財産のみである場合の会計処理のうち、子会社、関連会社以外を分離先企業として行なわれた事業分離として

処理しております。 

譲渡した株式の譲渡対価として受け取った現金とＳＢＩマーケティング株式会社の資産及び負債の譲渡直前の

適正な帳簿価額により純資産の当社持分相当額（連結上の簿価）との差額を移転損益と認識いたしました。 

（2）移転損益の金額 

（3）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

（4）当第１四半期連結会計期間の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

平成20年４月１日に株式譲渡をしたため、当第１四半期連結会計期間の連結損益計算書に計上されている損益

はありません。  

  

売却価格   105,815千円

 連結上の簿価 102,870千円 

 移転損益  2,945千円 

流動資産 597,506千円 

固定資産  23,733千円 

資産合計  621,240千円 

流動負債  519,114千円 

負債合計  519,114千円 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 24,260.42円 １株当たり純資産額 23,664.28円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 448.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 447.87円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 121,504 

普通株主に帰属しない金額（千円）   

普通株式に係る四半期純利益（千円） 121,504 

期中平均株式数（千株） 271,192 

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳（株） 
  

平成15年第１回新株予約権 106 

普通株式増加数（千株） 106 
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「参考資料」

前四半期に係る連結財務諸表および個別四半期財務諸表

 

前四半期に係る四半期連結財務諸表について

当社の前連結会計年度（平成20年３月期）は、平成19年１月１日から平成20年３月31日までの15ヶ月間であります。

また、前第１四半期連結会計期間は、平成19年１月１日から平成19年３月31日までであります。

前第１四半期連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年３月31日まで）の四半期連結損益計算書および四半期連

結キャシュ・フロー計算書と当第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）の四半期連

結損益計算書および四半期連結キャシュ・フロー計算書は適切に比較できないため、当第１四半期連結会計期間（平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで）の四半期連結損益計算書および四半期連結キャシュ・フロー計算書との

適切な比較を行なえるように参考資料として、平成19年４月１日から平成19年６月30日までの３ヶ月間の四半期連結

損益計算書および四半期連結キャシュ・フロー計算書を掲載いたします。

平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間の四半期連結損益計算書および四半期連結キャシュ・フロー計算書は、

平成20年３月期第２四半期連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日）の四半期連結損益計算書および

四半期連結キャシュ・フロー計算書から同期第１四半期連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年３月31日まで）

の四半期連結損益計算書および四半期連結キャシュ・フロー計算書を差し引いて作成しております。

なお、平成19年４月１日から平成19年６月30日までの３ヶ月間の四半期連結損益計算書および四半期連結キャシュ・

フロー計算書は、本第１四半期決算短信で初めて公表するものであり、会計監査は受けておりません。

 

四半期財務諸表について　

掲載した四半期財務諸表は、法定開示におけるレビューの対象とはならないものです。　

当第１四半期財務諸表は、「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号。

以下「四半期財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

前第１四半期（平成19年１月１日から平成19年３月31日まで）の四半期損益計算書と当第１四半期（平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで）の四半期損益計算書は適切に比較できないため、当第１四半期（平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで）の四半期損益計算との適切な比較を行なえるように参考資料として、以下に平成19年４月

１日から平成19年６月30日までの３ヶ月間の四半期損益計算書を掲載いたします。

平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間の四半期損益計算書は、平成20年３月期第２四半期（平成19年１月１

日から平成19年６月30日）の四半期損益計算書から同期第１四半期（平成19年１月１日から平成19年３月31日まで）

の四半期損益計算書を差し引いて作成しております。

なお、平成19年４月１日から平成19年６月30日までの３ヶ月間の四半期損益計算書は、本第１四半期決算短信で初め

て公表するものであり、会計監査は受けておりません。
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（１）（要約）四半期連結損益計算書

 

平成19年４月１日から

平成19年６月30日まで　

の３ヶ月間

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,152,995 100.0

Ⅱ　売上原価  698,549 60.6

売上総利益  454,445 39.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  280,316 24.3

営業利益  174,129 15.1

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息 18,858   

２　為替差益 623   

３　貸倒引当金戻入益 2,032   

４　その他 728 22,242 1.9

Ⅴ　営業外費用    

 １　支払利息 464   

２　株式交付費 3,259   

３　持分法による投資損失 1,165   

４　その他 1,957 6,847 0.6

経常利益  189,525 16.4

税金等調整前当期純利益  189,525 16.4

法人税、住民税及び事業税 93,419   

法人税等調整額 △12,793 80,626 7.0

少数株主利益  9,080 0.7

当期純利益  99,817 8.7
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同月期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

１　税金等調整前当期純利益 189,525

２　減価償却費 12,542

３　長期前払費用償却 1,595

４　のれん償却額 1,373

５　貸倒引当金の増加額 △2,032

６　賞与引当金の増減額 12,351

７　受取利息及び受取配当金 △18,858

８  支払利息 464

９　株式交付費 3,259

10　為替差損益 △623

11　持分法による投資損益 1,165

12　持分変動によるみなし売却損益 1,810

13　売上債権の増減額 △84,398

14　棚卸資産の増減額 △14,385

15　仕入債務の増減額 217,470

16　未払金の増減額 △216,215

17　その他の流動資産の増減額 △7,799

18　その他の流動負債の増減額 △37,794

小計 59,449

19　利息及び配当金の受取額 137

20  利息の支払額 △464

21　法人税等の支払額 △1,318

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,803

－ 3 －



 
前年同月期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１　有形固定資産の取得による支出 △3,523

２　有形固定資産の売却による収入 1,400

３　無形固定資産の取得による支出 △29,416

４  投資有価証券取得による支出 △10,000

５　その他 △11,464

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,005

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

  １　長期借入金の返済による支出 △6,000

２　株式の発行による収入 430

３　少数株主に対する株式発行による収入 2,212

４　配当金の支払 △171

５　少数株主への配当金の支払額 △3,415

６　支払未完了の配当金 1,034

７　リース・割賦に返済による支出 △584

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,493

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 623

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △1,071

Ⅵ  新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 173,023

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高 1,750,697

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 1,922,648
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間

金融情報評
価・情報提
供・コンサル
ティング
（千円）

ウェブサイト
評価・情報提
供・コンサル
ティング
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 998,924 154,070 1,152,995 － 1,152,995

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高      

計 998,924 154,070 1,152,995 － 1,152,995

営業費用　 874,790 104,979 979,770 △904 978,865

営業利益（又は営業損失） 124,134 49,090 173,225 904 174,129

 

ｂ．所在地別セグメント情報

平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、100％であるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。　

 

ｃ．海外売上高

平成19年４月から平成19年６月までの３ヶ月間

海外売上高が、連結売上高の10％に満たないため、記載を省略しております。　

－ 5 －



（４）（要約）四半期貸借対照表

 

 
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成20年3月31日)

区分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ　流動資産     

１　現金及び預金 1,039,900  521,808  

２　売掛金 320,419  138,215  

３　たな卸資産 3,868  10,769  

４　有価証券 3,578,807  3,568,741  

５　繰延税金資産 10,216  6,198  

６　その他 57,845  80,033  

７　貸倒引当金　 △5,627  －  

流動資産合計 5,005,431 80.2 4,325,766 75.4

Ⅱ　固定資産     

１　有形固定資産 67,591  22,781  

２　無形固定資産     

(1) のれん 138,832  －  

(2) その他 271,427  101,924  

無形固定資産合計 410,260  101,924  

３　投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 81,963  80,000  

(2) 関係会社株式 407,732  1,040,648  

(3) 長期前払費用 137,186  138,781  

(4) 差入保証金 128,260  29,227  

(5) 繰延税金資産 3,003  242  

投資その他の資産合計 758,146  1,288,899  

固定資産合計 1,235,998 19.8 1,413,604 24.6

資産合計 6,241,429 100.0 5,739,371 100.0
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当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成20年3月31日)

区分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ　流動負債     

１　買掛金 64,900  －  

２　未払金 125,671  120,215  

３　１年以内返済予定長期借入金　 36,000  －  

４　未払法人税等 40,586  37,042  

５　未払消費税等 16,553  9,143  

６　前受金 14,430  4,859  

７　役員賞与引当金 ―  15,000  

８　その他 51,967  1,067  

流動負債合計 350,109 5.6 187,329 3.3

Ⅱ　固定負債     

１　長期借入金 9,000  －  

２　その他 4,698  －  

固定負債合計 13,698 0.2 － 3.3

負債合計 363,808 5.8 187,329 3.3

(純資産の部)     

Ⅰ　株主資本     

１　資本金 2,093,080 33.6 2,093,080 36.5

２　資本剰余金     

資本準備金 2,484,387  2,484,387  

その他の資本剰余金　 337,250  －  

資本剰余金合計 2,821,637 45.2 2,484,387 43.3

３　利益剰余金     

繰越利益剰余金 962,782  974,574  

利益剰余金合計 962,782 15.4 974,574 17.0

株主資本合計 5,877,500 94.2 5,552,041 96.7

Ⅱ　評価・換算差額等     

　 その他有価証券
評価差額金

120 ― ― ―

評価・換算差額等合計 120 ― ― ―

純資産合計 5,877,621 94.2 5,552,041 96.7

負債純資産合計 6,241,429 100.0 5,739,371 100.0
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（５）（要約）四半期損益計算書

 

 

平成19年４月１日から
平成19年６月30日までの

３ヶ月間

当四半期会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度の要約損益計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成20年３月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高  310,271 100.0  707,159 100.0  1,619,333 100.0

Ⅱ　売上原価  151,091 48.7  324,528 45.9  817,993 50.5

売上総利益  159,179 51.3  382,630 54.1  801,340 49.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  51,182 16.5  247,409 35.0  312,145 19.3

営業利益  107,997 34.8  135,220 19.1  489,195 30.2

Ⅳ　営業外収益  30,488 9.8  45,393 6.4  99,862 6.2

Ⅴ　営業外費用  359 0.1  1,254 0.1  3,638 0.2

経常利益  138,126 44.5  179,360 25.4  585,419 36.2

Ⅵ　特別損失     14,597 2.1    

税引前四半期(当期)
純利益

 138,126 44.5  164,763 23.3  585,419 36.2

法人税、住民税
及び事業税

57,842   37,792   231,205   

法人税等調整額 △6,593 51,248 16.5 △6,862 30,930 4.4 7,799 239,004 14.8

四半期(当期)純利益  86,877 28.0  133,833 18.9  346,414 21.4
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