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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

１．当社は、平成19年12月期第２四半期財務・業績の概況を開示していないため、平成20年12月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。
２．当社は、平成20年10月28日に東京証券取引所マザーズに上場したため、平成20年12月期第２四半期時点では期中平均株価が把握できません。このため、平
成20年12月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益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2四半期 1,302 ― 91 ― 96 ― 55 ―

20年12月期第2四半期 1,342 ― 210 ― 209 ― 115 ―

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2四半期 17.37 17.05
20年12月期第2四半期 43.57 ―

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2四半期 1,609 1,244 77.1 391.00
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2四半期  1,240百万円 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  有  

(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、現時点では期末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 ― 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,820 4.6 294 △25.5 301 △23.4 171 △17.0 53.93



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） 

(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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  3,172,100株 20年12月期第2四半期  2,640,000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、平成21年12月期第2四半期末の配当につきましては、実施しないことといたしました。詳細は、平成21年8月10日公表の「平成21年12月期第2 
  四半期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、平成21年12月期の期末配当につきましては、現時点では未定としております。 
  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．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内容から変更しております。詳細は、平成21年7月23日公表の「業績予想の修正に関する 
  お知らせ」をご参照下さい。 
３．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。 
４．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２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気の悪化は下げ止まりつつある一方で、

企業収益や個人消費の低迷、雇用情勢の悪化などは引き続き継続しており、先行きの景気回復の見通しは厳しい状況

にありました。 

 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２四半期累計期間の売上高は1,301,725千円（前年同期比3.0％減）、売

上総利益は476,777千円（同16.9％減）、営業利益は91,366千円（同56.5％減）、経常利益は95,913千円（同54.0％

減）、四半期純利益は55,092千円（同52.1％減）となりました。 

（売上高） 

 事業部門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の強化に努めた結果、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２四半期累計期間における売上高は、1,294,747千円となりました。  

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２四半期

累計期間における売上高は6,978千円となりました。 

（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２四半期累計期間における売上原価率は63.4%となりまし

た。その結果、売上総利益は476,777千円となりました。  

（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、生産性の向上、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385,411千円となり、営業利益は

91,366千円となりました。 

（経常利益） 

 主に保険契約の解約による返戻益および有価証券利息が発生しました。その結果、経常利益は95,913千円となりま

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41.6%であり、四半期純利益は55,092千円となりました。 

  ※前年同期比の数値は参考データとして記載しております。  

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期累計期間末の財政状態は、資産については流動資産が1,203,704千円（対前会計年度末比261,630千円

減）となりました。これは主に、現金及び預金、売掛金が減少し、有価証券が増加したことによるものであり、主な

項目としては、現金及び預金が255,285千円、売掛金が275,673千円、有価証券が601,787千円となっております。固

定資産は405,357千円（同69,370千円増）となりました。これは主に、ソフトウェアが増加したことによるものであ

り、主な項目としては、ソフトウェアが 110,874千円、ソフトウェア仮勘定が90,186千円となっております。その結

果、総資産は1,609,061千円（同192,260千円減）となりました。 

 負債については流動負債が365,457千円（同189,645千円減）となりました。これは主に借入金及び未払法人税等が

減少したことによるものであり、主な項目としては、買掛金が224,149千円となっております。 

 純資産は1,243,604千円（同55,094千円増）となりました。主な項目としては利益剰余金が760,540千円となってお

ります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前会計年度末と比べて190,712千円減少し、847,072千円

となりました。 

 また、当第２四半期累計期間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２四半期累計期間においては68,141千円の収入となりました。主な要因は、税引前四半期純利益による94,273

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



千円、売上債権の減少による70,458千円の収入があった一方で、法人税等の支払による107,018千円の支出があった

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） 

 当第２四半期累計期間においては、121,353千円の支出となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による

108,176千円の支出があったことによります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間においては、137,500千円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の減少及び長期借

入金の返済により137,500千円支出したことによるものであります。  

  

  

 通期の業績予想につきましては、平成21年１月30日に公表しました平成21年12月期の業績予想を修正いたしまし

た。詳細につきましては、平成21年７月23日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

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、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」（企業会計基準第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。これによる損益に与える影響はありません。               

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、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２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 255,285 486,921 

受取手形 31,861 43,272 

売掛金 275,673 334,720 

有価証券 601,787 550,863 

商品 1,073 － 

仕掛品 14,434 16,401 

貯蔵品 2,442 4,839 

前払費用 14,971 15,574 

繰延税金資産 7,274 12,854 

その他 155 1,839 

貸倒引当金 △1,250 △1,950 

流動資産合計 1,203,704 1,465,334 

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,094 21,155 

減価償却累計額 △9,759 △9,238 

建物（純額） 10,335 11,917 

工具、器具及び備品 119,090 118,001 

減価償却累計額 △78,365 △68,792 

工具、器具及び備品（純額） 40,725 49,209 

有形固定資産合計 51,060 61,126 

無形固定資産   

のれん 2,486 － 

商標権 544 583 

ソフトウエア 110,874 84,667 

ソフトウエア仮勘定 90,186 37,445 

その他 152 － 

無形固定資産合計 204,241 122,695 

投資その他の資産   

投資有価証券 172 108 

関係会社株式 70,000 60,000 

破産更生債権等 3,944 3,944 

敷金 68,017 68,226 

繰延税金資産 11,868 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 150,056 152,166 

固定資産合計 405,357 335,987 

資産合計 1,609,061 1,801,321 



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 224,149 218,643 

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 38,015 58,848 

未払費用 52,880 48,614 

未払法人税等 32,823 114,066 

未払消費税等 9,591 22,538 

前受金 630 3,649 

預り金 7,369 8,744 

流動負債合計 365,457 555,102 

固定負債   

長期借入金 － 57,500 

その他 － 209 

固定負債合計 － 57,709 

負債合計 365,457 612,811 

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 760,540 705,448 

株主資本合計 1,240,315 1,185,223 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △23 

評価・換算差額等合計 △21 △23 

新株予約権 3,310 3,310 

純資産合計 1,243,604 1,188,510 

負債純資産合計 1,609,061 1,801,321 



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,301,725 

売上原価 824,948 

売上総利益 476,777 

販売費及び一般管理費 385,411 

営業利益 91,366 

営業外収益  

受取利息及び配当金 73 

有価証券利息 1,518 

保険解約返戻金 2,278 

貸倒引当金戻入額 700 

その他 349 

営業外収益合計 4,918 

営業外費用  

支払利息 369 

その他 2 

営業外費用合計 371 

経常利益 95,913 

特別損失  

固定資産除却損 1,640 

特別損失合計 1,640 

税引前四半期純利益 94,273 

法人税、住民税及び事業税 26,830 

法人税等調整額 12,351 

法人税等合計 39,181 

四半期純利益 55,092 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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 94,273 

減価償却費 25,532 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △700 

受取利息及び受取配当金 △1,591 

支払利息 369 

固定資産除却損 1,640 

売上債権の増減額（△は増加） 70,458 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,292 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,506 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,196 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24,643 

その他 △2,487 

小計 173,847 

利息及び配当金の受取額 1,591 

利息の支払額 △278 

法人税等の支払額 △107,018 

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,141 

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 

有形固定資産の取得による支出 △796 

無形固定資産の取得による支出 △108,176 

投資有価証券の取得による支出 △60 

関係会社株式の取得による支出 △10,000 

その他 7,679 

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,353 

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） △190,712 

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 847,072 



 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。 

  

（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



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       1,342,402  100.0

Ⅱ 売上原価       768,641  57.3

売上総利益       573,761  42.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費       363,731  27.1

営業利益       210,030  15.6

Ⅳ 営業外収益       565  0.0

Ⅴ 営業外費用       1,863  0.1

経常利益       208,732  15.5

税引前中間純利益       208,732  15.5

法人税、住民税及び事業
税 

 91,284           

法人税等調整額  2,412  93,696  6.9

中間純利益       115,036  8.6

        



  

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20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 

     

税引前中間純利益  208,732

減価償却費   30,170

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  

 1,132

受取利息及び受取配当
金  

 △556

支払利息   1,858

売上債権の増減額 
（増加：△）  

 37,905

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  

 △2,144

仕入債務の増減額 
（減少：△）  

 △33,269

その他流動資産の増減額 
（増加：△）  

 1,851

その他流動負債の増減額 
（減少：△）  

 7,573

その他   852

小計  254,104

利息及び配当金の受取
額  

 556

利息の支払額   △2,064

法人税等の支払額   △90,053

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 162,544

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

定期預金の払戻による収
入  

 20,000

有形固定資産の取得によ
る支出  

 △3,744

無形固定資産の取得によ
る支出  

 △17,293

その他投資の増加による
支出  

 △12,607

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △13,644

Ⅲ 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   50,000

長期借入金の返済による
支出  

 △81,100

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △31,100

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

 117,800

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 558,632

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 676,432
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