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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

(注）平成20年12月期第３四半期から四半期財務・業績の概況の開示を始めたため、平成20年12月期第１四半期の数値は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第1四半期 720 ― 78 ― 81 ― 46 ―

20年12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12月期第1四半期 14.54 14.08
20年12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12月期第1四半期 1,686 1,235 73.0 388.17
20年12月期 1,801 1,189 65.8 373.63

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  1,231百万円 20年12月期  1,185百万円

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  

(注)当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

1,340 4.3 146 △30.4 148 △29.0 82 △29.1 25.71

通期 3,005 11.4 429 8.6 434 10.3 239 15.8 75.22



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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12月期第1四半期  3,172,100株 20年12月期  3,172,100株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期  3,172,100株 20年12月期第1四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．当社では、第２四半期末日及び期末日を配当基準日としておりますが、平成21年12月期の第２四半期末日及び期末日の配当につきましては、事業環 
  境の変化、キャッシュフローの状況を鑑みながら決定する予定であり、現時点では未定としております。なお、配当を実施することになった場合には、速やか 
  に開示をいたします。 
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、当社が現在入手可能な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、 
  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のでご了承ください。 
３．当会計年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安が実体経済

にも波及し、企業収益や設備投資の大幅な減少、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、景気の下振れ懸念が一層強

まりました。 

 このような状況下において、当社は、一般事業会社への販売強化、生産性、業務効率の改善やリサーチ機能の強化

に取り組んでまいりました。その結果、当第１四半期会計期間の売上高は719,776千円、売上総利益は266,039千円、

営業利益は77,923千円、経常利益は80,583千円、四半期純利益は46,132千円となりました。 

 (売上高) 

 事業部別売上高は次のとおりであります。 

①ネットリサーチ事業 

 ネットリサーチ事業においては、メーカーなどの一般事業会社に対する売上高は、積極的に新規顧客の開拓を進め

るとともに、より付加価値の高い集計、分析、レポート作成等といった実査以外のサービス強化に努めた結果、増収

となりました。他方、調査会社に対する売上高は、急激な景気悪化の影響を受け減収となりました。 

 その結果、当第１四半期会計期間における売上高は、716,269千円となりました。  

②その他事業 

 その他事業においては、WebデザイナーによるWebページ制作、バナー広告制作等を行っております。当第１四半期

会計期間における売上高は3,507千円となりました。 

 (売上総利益) 

 一般事業会社向けのサービス強化を企図したリサーチャーの増員等により、人件費を含む固定費が増加いたしまし

た。また、固定費増加の一方で売上が減少したため、当第１四半期会計期間における売上原価率は63.0%となりまし

た。その結果、売上総利益は266,039千円となりました。  

 (営業利益) 

  景気の下振れ懸念が強まる中、営業活動を積極的に推進する一方で、業務効率の改善、コスト削減についても積極

的に取り組んでまいりました。その結果、販売費及び一般管理費は188,117千円となり、営業利益は77,923千円とな

りました。 

 (経常利益) 

 主に保険契約の解約による返戻益が発生しました。その結果、経常利益は80,583千円となりました。 

 (四半期純利益) 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率は42.8%であり、四半期純利益は46,132千円となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の財政状態は、資産については流動資産が1,325,942千円（対前事業年度末比139,392千円

減）となりました。主な項目としては、現金及び預金が229,105千円、売掛金が409,714千円、有価証券が601,373千

円となっております。固定資産は360,132千円（同24,145千円増）となりました。主な項目としては、ソフトウェア

が 77,881千円、ソウトウェア仮勘定が86,933千円となっております。その結果、総資産は1,686,074千円（同

115,247千円減）となりました。  

 負債については流動負債が451,234千円（同103,868千円減）となりました。主な項目としては、買掛金が291,296

千円となっております。固定負債は209千円（同57,500千円減）となりました。 

 純資産は1,234,631千円（同46,132千円増）となりました。主な項目としては利益剰余金が751,580千円となってお

ります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ217,306千円減少し、820,478千円とな

りました。 

 また、当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期においては、41,016千円の支出となりました。主な要因は、営業活動が順調に推移したことによる税

引前四半期純利益が80,583千円となったこと、法人税等の支払いにより106,895千円支出し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) 

 当第１四半期においては、38,790千円の支出となりました。主な要因は、新リサーチ集計システム開発等の無形固

定資産の取得により36,260千円支出したことによります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期においては、137,500千円の支出となりました。主な要因は、借入金の返済により137,500千円支出し

たことによります。  

  

  

 今後の見通しにつきましては、調査市場におけるネットリサーチの規模拡大と認知度の上昇により、一般事業会社

において、その需要が増加することを見込んでおりますが、景気減速の影響や、競合他社のサービス強化などによる

競争激化等の懸念材料もあり、今後も予断を許さない状況が続くと予想されます。 

 このような状況の中で当社は、設立当初より大手調査会社の厳しい品質要求に対応してきた豊富な経験から生み出

されるクオリティの高さを競争優位とし、大手調査会社や外資系調査会社等の既存安定顧客はもとより、一般事業会

社への営業拡大、新規開拓に注力し、引き続き堅調に業績は推移するものと見込んでおります。 

 当第１四半期会計期間におきましては、概ね計画どおりに推移しております。平成21年12月期第２四半期累計期間

及び通期の業績予想につきましては、平成21年１月30日に公表いたしました「平成20年12月期決算短信（非連結）」

のとおりであります。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１

四半期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ1,243千円減少

しております。 

③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日以降開

始する事業年度に係る四半期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ることといたしました。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することといたしました。これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、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。  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 229,105 486,921 

受取手形 39,390 43,272 

売掛金 409,714 334,720 

有価証券 601,373 550,863 

仕掛品 15,699 16,401 

貯蔵品 3,310 4,839 

前払費用 22,145 15,574 

繰延税金資産 6,548 12,854 

その他 458 1,839 

貸倒引当金 △1,800 △1,950 

流動資産合計 1,325,942 1,465,334 

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,155 21,155 

減価償却累計額 △9,744 △9,238 

建物（純額） 11,411 11,917 

工具、器具及び備品 118,470 118,001 

減価償却累計額 △73,532 △68,792 

工具、器具及び備品（純額） 44,938 49,209 

その他 94 － 

有形固定資産合計 56,443 61,126 

無形固定資産   

商標権 563 583 

ソフトウエア 77,881 84,667 

ソフトウエア仮勘定 86,933 37,445 

その他 152 － 

無形固定資産合計 165,529 122,695 

投資その他の資産   

投資有価証券 91 108 

関係会社株式 60,000 60,000 

破産更生債権等 3,944 3,944 

敷金 68,226 68,226 

繰延税金資産 9,844 18,640 

その他 － 5,192 

貸倒引当金 △3,944 △3,944 

投資その他の資産合計 138,160 152,166 

固定資産合計 360,132 335,987 

資産合計 1,686,074 1,801,321 



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 291,296 218,643 

短期借入金 － 50,000 

1年内返済予定の長期借入金 － 30,000 

未払金 68,156 58,848 

未払費用 47,212 48,614 

未払法人税等 24,197 114,066 

未払消費税等 13,269 22,538 

前受金 － 3,649 

預り金 7,103 8,744 

流動負債合計 451,234 555,102 

固定負債   

長期借入金 － 57,500 

その他 209 209 

固定負債合計 209 57,709 

負債合計 451,443 612,811 

純資産の部   

株主資本   

資本金 264,888 264,888 

資本剰余金 214,888 214,888 

利益剰余金 751,580 705,448 

株主資本合計 1,231,355 1,185,223 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33 △23 

評価・換算差額等合計 △33 △23 

新株予約権 3,310 3,310 

純資産合計 1,234,631 1,188,510 

負債純資産合計 1,686,074 1,801,321 



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 719,776 

売上原価 453,736 

売上総利益 266,039 

販売費及び一般管理費 188,117 

営業利益 77,923 

営業外収益  

受取利息及び配当金 73 

有価証券利息 529 

保険解約返戻金 2,278 

雑収入 150 

営業外収益合計 3,030 

営業外費用  

支払利息 369 

営業外費用合計 369 

経常利益 80,583 

税引前四半期純利益 80,583 

法人税、住民税及び事業税 19,342 

法人税等調整額 15,110 

法人税等合計 34,452 

四半期純利益 46,132 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 80,583 

減価償却費 12,052 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △150 

受取利息及び受取配当金 △602 

支払利息 369 

売上債権の増減額（△は増加） △74,762 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,232 

仕入債務の増減額（△は減少） 72,652 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,280 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19,262 

その他 △2,278 

小計 65,555 

利息及び配当金の受取額 602 

利息の支払額 △278 

法人税等の支払額 △106,895 

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,016 

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 △10,000 

無形固定資産の取得による支出 △36,260 

その他 7,470 

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,790 

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） △50,000 

長期借入金の返済による支出 △87,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,500 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217,306 

現金及び現金同等物の期首残高 1,037,784 

現金及び現金同等物の四半期末残高 820,478 



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

「参考資料」 

 前会計期間は、第１四半期財務諸表を作成しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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