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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） 

 

(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 7,465 ― 601 ― 592 ― 281 ―

20年3月期第1四半期 7,124 10.4 405 △4.9 402 △4.6 208 △13.4

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 27.43 ―

20年3月期第1四半期 20.20 ―

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 19,410 10,156 51.8 981.19
20年3月期 21,261 10,288 47.9 994.41

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,054百万円 20年3月期  10,189百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 50.00 50.00

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  
 

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 16,151 6.9 1,439 3.4 1,426 3.0 777 7.0 75.90
通期 35,231 6.4 3,575 7.9 3,568 7.6 1,985 12.5 193.79

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

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

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済情勢などの変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる
場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,404,000株 20年3月期  10,404,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  157,109株 20年3月期  157,109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  10,246,891株 20年3月期第1四半期  10,348,100株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの当第１四半期の連結業績は、売上高7,465百万円（前年同期比4.8%増）、営業利益601百万円

（同48.3%増）、経常利益592百万円（同47.4%増）、四半期純利益281百万円（同34.5%増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

① 市場調査・コンサルティング事業 

パネル調査分野は、競合社の小売店パネル調査事業が昨年10月末をもってサービスを終了したことにより

SRI（全国小売店パネル調査）の売上と利益が増加したこと、またSPI（全国店頭プロモーション調査）、personal 

eye（個人消費者パネル調査）の売上が拡大したことにより増収増益となりました。 

 カスタムリサーチ分野は、インターネット調査は拡大しましたが、前期に従来型調査の特定大型案件があ

った関係で第1四半期では減収となりました。 

 この結果、市場調査・コンサルティング事業の売上高は 4,905 百万円（前年同期比 4.2%増）、営業利益は

555百万円（同44.3%増）となりました。 

② システムソリューション事業 

より付加価値の高いリサーチとシステムの「融合ソリューション」への転換を継続して推進しております

が、既存分野における不採算業務の整理、費用増により、システムソリューション事業の売上高は 1,312 百

万円（前年同期比9.7%減）、営業損失は50百万円（前年同期の営業損失は44百万円）となりました。 

※なお、当連結会計期間より、システムソリューション事業から市場調査･コンサルティング事業において、

事業の一部の移動を行っております。昨年度の事業のくくりを今年度のくくりに合わせますと、システム

ソリューション事業の売上高の前年同期比は2.9%減、市場調査・コンサルティング事業は2.0%増となりま

す。 

③ 医薬品開発支援事業 

CRO（医薬品開発業務受託機関）業務は、データマネジメント・解析業務の売上と利益が大きく増加し、モ

ニタリング業務も堅調に推移いたしました。 

この結果、医薬品開発支援事業の売上高は1,247百万円（前年同期比29.4%増）、営業利益は96百万円（同

47.5％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期末における資産合計は19,410百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,851百万円の減少

となりました。これは主に、たな卸資産が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したためであります。 

負債合計につきましては、9,254百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,719百万円の減少となりまし

た。これは主に、未払金が増加したものの、短期借入金、未払法人税等及び賞与引当金が減少したためでありま

す。 

純資産合計につきましては、10,156百万円となり、131百万円の減少となりました。これは主に、四半期純利

益281百万円を計上したものの、前期決算に係る配当金409百万円の支払があったためであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は計画を上回って推移しておりますが、第２四半期以降の業績についてはまだ変動要素が

残されており、平成20年５月８日に発表いたしました業績予想を据え置きます。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の

経済情勢などの変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(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な会計処理の適用 

   棚卸資産の評価方法 

    棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行なう方法によっております。 

 

(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 

   ① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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 「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から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  ③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行なっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  ④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計

期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法準じた会計処理に変更し、リース資産として計上して

おります。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に43,212千円計上されており

ます。なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表
　（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)
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 2,745,642 3,480,530

受取手形及び売掛金 4,561,852 6,453,783

仕掛品 2,382,160 1,656,404

貯蔵品 37,271 25,458

その他 987,172 1,038,047

貸倒引当金 △ 2,657 △ 2,810

流動資産合計 10,711,442 12,651,413

固定資産

有形固定資産 4,487,193 4,345,848

無形固定資産 1,951,630 2,079,463

投資その他の資産

繰延税金資産 1,020,855 1,042,512

その他 1,247,991 1,151,185

貸倒引当金 △ 8,505 △ 8,505

投資その他の資産合計 2,260,342 2,185,192

固定資産合計 8,699,165 8,610,505

資産合計 19,410,608 21,261,918

負債の部

流動負債

買掛金 1,518,493 1,815,750

短期借入金 1,265,280 2,787,420

一年以内償還予定社債 1,000,000 1,000,000

未払法人税等 120,059 794,676

賞与引当金 762,211 1,361,118

役員賞与引当金 11,006 38,000

ポイント引当金 10,822 9,300

その他 2,517,859 1,159,221

流動負債合計 7,205,732 8,965,486

固定負債

退職給付引当金 1,986,292 1,979,073

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 33,086 -                       

固定負債合計 2,048,379 2,008,073

負債合計 9,254,112 10,973,560

純資産の部

株主資本

資本金 1,681,400 1,681,400

資本剰余金 1,336,688 1,336,688

利益剰余金 7,274,743 7,403,581

自己株式 △ 247,406 △ 247,406

株主資本合計 10,045,425 10,174,263

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,176 13,409

為替換算調整勘定 △ 7,423 1,960

評価・換算差額等計 8,753 15,369

少数株主持分 102,317 98,725

純資産合計 10,156,496 10,288,358

負債純資産合計 19,410,608 21,261,918

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）
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　（２）四半期連結損益計算書
(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)

売上高 7,465,609

売上原価 5,163,778

売上総利益 2,301,830

販売費及び一般管理費 1,700,543

営業利益 601,286

営業外収益

受取利息 149

受取配当金 2,390

受取保険金・配当金 910

保険事務代行手数料 1,113

その他営業外収益 1,679

営業外収益合計 6,242

営業外費用

支払利息 8,246

支払手数料 2,294

器具備品等除却損 3,152

その他営業外費用 1,026

営業外費用合計 14,720

経常利益 592,809

特別利益

貸倒引当金戻入額 153

特別利益合計 153

税金等調整前四半期純利益 592,962

法人税、住民税及び事業税 108,900

法人税等調整調整額 199,089

少数株主利益 3,935

四半期純利益 281,037
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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 592,962

減価償却費 213,061

のれん償却額 71,137

退職給付引当金の増加額 7,218

賞与引当金の減少額 △ 598,906

役員賞与引当金の減少額 △ 26,994

貸倒引当金の減少額 △ 153

ポイント引当金の増加額 1,521

受取利息及び受取配当金 △ 2,539

支払利息 8,246

器具備品等除却損 3,152

売上債権の減少額 1,886,346

たな卸資産の増加額 △ 737,803

仕入債務の減少額 △ 312,407

未払消費税等の減少額 △ 28,295

その他 1,140,050

小計 2,216,599

利息及び配当金の受取額 2,591

利息の支払額 △ 6,733

法人税等の支払額 △ 756,783

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,455,674

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 △ 53,700

定期預金の払戻による収入 52,800

有形固定資産の取得による支出 △ 150,575

投資有価証券の取得による支出 △ 582

貸付けによる支出 △ 500

貸付金の回収による収入 728

無形固定資産の取得による支出 △ 92,796

差入保証金の返還による収入 1,144

その他 △ 31,574

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 275,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,005,000

短期借入金の返済による支出 △ 2,410,840

長期借入金の返済による支出 △ 116,300

配当金の支払額 △ 385,752

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,907,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 8,512

現金及び現金同等物の減少額 △ 735,787

現金及び現金同等物の期首残高 3,394,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,658,378
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　（４）継続企業の前提に関する注記
　　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）
　　該当事項はありません。

　（５）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）

(単位：千円)
市場調査・
コンサル
ティング

システムソ
リューション

医薬品開発
支援

計 消去又は全社 連結

　売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

営業費用 4,350,140 1,363,288 1,150,893 6,864,322 (－) 6,864,322

営業利益又は
営業損失（△）

555,595 △ 50,495 96,186 601,286 － 601,286

（注）１.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２.各区分の主な役務の名称

　(1) 市場調査・コンサルティング･････パネル調査、カスタムリサーチ

　(2) システムソリューション･････システム開発・運用・維持管理

　(3) 医薬品開発支援･････CRO（医薬品開発業務受託機関）・SMO（治験施設支援機関）業務

　　　３.従来のメディルソリューション事業は当第１四半期連結会計期間より医薬品開発支援事業と名称

　　　　 変更しております。当該変更は同セグメントの事業内容をより明確にするための変更であります。

　【所在地別セグメント情報】

　　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）

　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を

　　省略しております。

　【海外売上高】

　　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）

　　　連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

　　該当事項はありません。

7,465,609

－

4,905,735

－

1,312,793

－

　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。

－

(－)

7,465,609

－

1,247,080

－

－7－
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〔参考資料〕
前第１四半期に係る財務諸表等

　（１）四半期連結損益計算書
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　　　至　平成19年６月30日)

売上高 7,124,410

売上原価 5,070,565

売上総利益 2,053,845

販売費及び一般管理費 1,648,393

営業利益 405,451

営業外収益

受取利息 202

受取配当金 1,996

受取保険金・配当金 207

保険事務代行手数料 1,168

有価証券償還益 7,048

その他営業外収益 4,732

営業外収益合計 15,356

営業外費用

支払利息 8,824

支払手数料 2,408

器具備品等除却損 1,977

その他営業外費用 5,366

営業外費用合計 18,578

経常利益 402,229

特別利益

貸倒引当金戻入額 597

特別利益合計 597

特別損失

移転関連費用 8,754

固定資産売却損 3,091

特別損失合計 11,846

税金等調整前四半期純利益 390,980

法人税、住民税及び事業税 56,676

法人税等調整調整額 129,510

少数株主損失 △ 4,201

四半期純利益 208,996

－8－
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　（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　　　至　平成19年６月30日)

税金等調整前四半期純利益 390,980

減価償却費 173,457

のれん償却額 63,713

退職給付引当金の減少額 △ 45,802

役員慰労引当金の減少額 △ 6,300

賞与引当金の減少額 △ 559,648

役員賞与引当金の減少額 △ 26,800

貸倒引当金の減少額 △ 597

受取利息及び受取配当金 △ 2,199

支払利息 8,824

移転関連費用 4,074

器具備品等除却損 1,977

有形固定資産売却損 3,091

有価証券償還益 △ 7,048

売上債権の減少額 1,706,555

たな卸資産の増加額 △ 643,395

仕入債務の減少額 △ 320,882

未払消費税等の減少額 △ 71,033

その他 1,179,039

小計 1,848,006

利息及び配当金の受取額 2,122

利息の支払額 △ 10,368

法人税等の支払額 △ 843,664

営業活動によるキャッシュ・フロー 996,095

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 △ 54,900

定期預金の払戻による収入 34,600

有形固定資産の取得による支出 △ 69,765

投資有価証券の取得による支出 △ 569

貸付けによる支出 △ 500

貸付金の回収による収入 265

無形固定資産の取得による支出 △ 76,897

有形固定資産の売却による収入 11,000

投資有価証券の売却による収入 300

投資有価証券の償還による収入 37,048

差入保証金の預入による支出 △ 238

差入保証金の返還による収入 1,348

その他 △ 4,937

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 123,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,050,000

短期借入金の返済による支出 △ 1,865,836

長期借入金の返済による支出 △ 150,140

配当金の支払額 △ 286,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,251,982

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 760

現金及び現金同等物の減少額 △ 379,894

現金及び現金同等物の期首残高 2,721,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,341,138

－9－
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　（３）セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

　　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）
(単位：千円)

市場調査・
コンサル
ティング

システムソ
リューション

メディカル
ソリュー
ション

計 消去又は全社 連結

　売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

営業費用 4,321,572 1,499,147 898,238 6,718,958 (－) 6,718,958

営業利益又は
営業損失（△）

384,940 △ 44,702 65,214 405,451 － 405,451

（注）１.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２.各区分の主な役務の名称

　(1) 市場調査・コンサルティング･････パネル調査、カスタムリサーチ

　(2) システムソリューション･････システム開発・運用・維持管理

　(3) メディカルソリューション･････CRO（医薬品開発業務受託機関）・SMO（治験施設支援機関）業務

　【所在地別セグメント情報】

　　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を

　　省略しております。

　【海外売上高】

　　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　　　連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

－

1,454,445

－

－

(－)

4,706,512 7,124,410

－

963,452

－

7,124,410

－

－10－


	１Q開示用サマリー情報.pdf
	1Q開示用定性情報
	１Q開示用財務諸表



