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1. � �平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

平成21年3月期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第2四半期 1,154 △28.0 183 △25.4 238 △16.7 135 △25.0
21年3月期第2四半期 1,603 ― 246 ― 286 ― 180 ―

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

22年3月期第2四半期 500.11 500.04
21年3月期第2四半期 666.91 ―

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

22年3月期第2四半期 7,444 7,156 89.9 24,673.81
21年3月期 7,482 7,167 89.6 24,723.68

（参考） �自己資本 � � 22年3月期第2四半期 � �6,691百万円 21年3月期 � �6,705百万円

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  
22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
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

21年3月期 ― ― ― 550.00 550.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 
（予想）

― ― ―

3. � �平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（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

通期 2,494 △10.6 355 10.0 454 12.0 269 9.0 994.96



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 � �無  

(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 ５．四半期連結財務諸表【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） 

※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うのには時
期尚早であると判断し、平成21年4月22日に発表した業績予測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。 
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株当たりの配当を決定次第開示いたします。 

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） 22年3月期第2四半期 � 271,192株 21年3月期 � 271,192株
② �期末自己株式数 22年3月期第2四半期 � ―株 21年3月期 � ―株
③ �期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 � 271,192株 21年3月期第2四半期 � 271,192株



(1) 連結業績の概況  

① 当第２四半期連結累計期間 

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月1日～平成21年９月30日）の連結業績は、売上高が前年同四半期（平成20

年４月１日～平成20年９月30日）の1,603百万円から449百万円（△28.0％）の減収となる1,154百万円となりまし

た。 

セグメント別には、金融情報評価・情報提供・コンサルティングの当第２四半期連結累計期間の売上高は、965百万

円と前年同四半期の1,375百万円から409百万円（△29.8％）の減収となりました。また、営業費用は、昨年来のコス

ト削減活動により、前年同四半期の1,123百万円から341百万円（△30.4％）減少し781百万円となりました。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、前年同四半期の252百万円から68百万円

（△27.1％）の減益となる183百万円となりました。 

 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、前年同四半期の228百万円から39百万円

（△17.2％）の減収となる188百万円となりました。また、営業費用は、前年同四半期の235百万円から46百万円

（△19.9％）減少し、188百万円となりました。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

損益は、前年同四半期の7百万円の営業損失から、78千円の営業利益となりました。 

上記の結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、前年同四半期の246百万円から62百万円（△25.4％）の減益

となる183百万円となりました。 

前年同四半期に比べ、営業外損益が純額で14百万円増加した結果、当第２四半期連結累計期間の経常利益は、前年

同四半期の286百万円から47百万円（△16.7％）の減益となる238百万円となりました。 

 事務所の統合・整備に係る費用4百万円を特別損失に計上した結果、四半期純利益は前年同四半期の180百万円から

45百万円（△25.0％）の減益となる135百万円となりました。 

  

  

② 当第２四半期連結会計期間  

当第２四半期連結会計期間（平成21年７月1日～平成21年９月30日）の連結業績は、売上高が前年同四半期（平成20

年７月１日～平成20年９月30日）の770百万円から170百万円（△22.2％）の減収となる599百万円となりました。 

セグメント別には、金融情報評価・情報提供・コンサルティングの当第２四半期連結会計期間の売上高は、480百万

円と前年同四半期の643百万円から163百万円（△25.4％）の減収となりました。また、営業費用は、前年同四半期の

542百万円から164百万円（△30.3％）減少し378百万円となりました。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、前年同四半期の101百万円から459千円（0.5％）の増益となる102百万円となりました。 

 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、前年同四半期の126百万円から7百万円（△5.9％）

の減収となる118百万円となりました。また、営業費用は、前年同四半期の124百万円から23百万円（△19.2％）減少

し、100百万円となりました。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、前年同四

半期の1百万円から16百万円（8.7倍）の増益となる18百万円となりました。 

上記の結果、当第２四半期連結会計期間の営業利益は、前年同四半期の104百万円から16百万円（15.4％）の増益と

なる120百万円となりました。 

前年同四半期に比べ、営業外損益が純額で6百万円増加した結果、当第２四半期連結会計期間の経常利益は、前年同

四半期の125百万円から22百万円（18.2％）の増益となる148百万円となりました。 

 特別損益に事務所の統合・整備に係る費用を1百万円計上した結果、四半期純利益は前年同四半期の59百万円から

27百万円（46.9％）の増益となる87百万円となりました。 

  

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
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(2) 商品・サービス別販売実績 

① 当第２四半期連結累計期間  

   

（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 

確定拠出年金関連のコンサルティング売上が増加したものの、金融機関の販促活動の減少によりセミナー関連の売

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、前年同四半期の387百万円から202百万円

（△52.2％）の減収となる185百万円となりました。・データ・ソリューション 

ファンド関連のデータ販売、株式関連の情報配信が堅調に推移したものの、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、前年同四半期の767百万円か

ら95百万円（△12.4％）の減収となる671百万円となりました。 

・メディア・ソリューション 

金融機関の広告需要が減少し、ＷＥＢ広告、日刊「株式新聞」の新聞広告など広告売上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、前年同四半期の221百万円から112百万円（△51.0％）の減収となる

108百万円となりました。 

   

 （ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティング） 

・ウェブ・コンサルティング 

金融機関向けのコンサルティングが回復せず、非金融分野における顧客獲得も低調に推移いたしました。その結

果、前年同四半期の162百万円から36百万円（△22.5％）の減収となる126百万円となりました。 

・ＧＰＮ（Gomez Performance Networks） 

セミナーの定期的な開催や積極的な営業活動が奏効し、前年同四半期の25百万円から10百万円（43.3％）の増収と

なる35百万円となりました。 

・ＳＥＯ（Search Engine Optimization） 

ＳＥＯ（検索エンジン 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）の売上高は、前年同四半期の39百万円から12百万円（△32.6％）の減収となる26百万円となりました。 

  

セグメント別売上高 

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９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 387,412 24.2  185,299  16.0 △52.2

  データ・ソリューション   767,000 47.8  671,845  58.2 △12.4

  メディア・ソリューション  221,044 13.8  108,361  9.4 △51.0

  セグメント売上  1,375,457 85.8  965,507  83.6 △29.8

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     162,797 10.2  126,099  11.0 △22.5

  ＧＰＮ(Gomez Performance Networks） 25,019 1.6  35,848  3.1 43.3

  ＳＥＯ(Search Engine Optimization） 39,678 2.5  26,750  2.3 △32.6

  その他  668 0.0  192  0.0 △71.2

  セグメント売上 228,164 14.2  188,891  16.4 △17.2

連結売上高 1,603,621 100.0  1,154,399  100.0 △28.0
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② 当第２四半期連結会計期間  

  

（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 

金融機関の販促活動の減少によりコンサルティングの売上は全般的に低迷いたしました。その結果、コンサルティ

ングの売上高は、前年同四半期の184百万円から86百万円（△47.0％）の減収となる97百万円となりました。 

・データ・ソリューション 

日刊「株式新聞」の発行部数が減少したものの、ファンド関連のデータ販売、株式関連の情報配信が堅調に推移し

たため、前年同四半期に比べ、減少率は9.9％に留まりました。その結果、データ・ソリューションの売上は、前年

同四半期の365百万円から36百万円の減収となる328百万円となりました。 

・メディア・ソリューション 

金融機関の広告需要の減少が引き続き、メディア・ソリューションの売上高は、前年同四半期間の94百万円から40

百万円（△43.2％）の減収となる53百万円となりました。 

  

 （ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティング） 

・ウェブ・コンサルティング 

非金融分野における顧客獲得に注力した結果、前年同四半期に比べ、売上の減少は7.3％に留まりました。その結

果、前年同四半期の91百万円から6百万円の減収となる84百万円となりました。 

・ＧＰＮ（Gomez Performance Networks） 

積極的な営業活動の効果が現れ、前年同四半期の11百万円から5百万円（49.8％）の増収となる17百万円となりまし

た。 

・ＳＥＯ（Search Engine Optimization） 

ＳＥＯ（検索エンジン 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）の売上高は前年同四半期と比べ、6百万円減少し、17百万円となりました。 

  

セグメント別売上高 

前第２四半期連結会計期間  

（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間  

（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９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 184,043 23.9  97,620  16.3 △47.0

  データ・ソリューション   365,188 47.4  328,964  54.9 △9.9

  メディア・ソリューション  94,664 12.3  53,724  9.0 △43.2

  セグメント売上  643,895 83.6  480,309  80.2 △25.4

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     91,194 11.8  84,563  14.1 △7.3

  ＧＰＮ(Gomez Performance Networks） 11,376 1.5  17,047  2.8 49.8

  ＳＥＯ(Search Engine Optimization） 23,556 3.1  17,043  2.9 △27.6

  その他  － －  86  0.0 －

  セグメント売上 126,126 16.4  118,740  19.8 △5.9

連結売上高 770,022 100.0  599,050  100.0 △22.2
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(1) 財政状態の分析 

資産合計は前連結会計年度末と比較して38百万円減少し、7,444百万円となりました。  

これは流動資産が前連結会計年度末と比較して43百万円増加した一方、固定資産が前連結会計年度末と比較して80

百万円減少したことによるものであります。  

流動資産の増加は、主として売掛金が65百万円増加したことによるものであります。 

また、固定資産の減少は、主として事務所の長期差入金が29百万円減少したこと及び、ソフトウェアが主として償

却により27百万円減少したことなどによるものであります。 

負債合計は前連結会計年度末と比較して27百万円減少し、288百万円となりました。 

負債の減少は、主としてコスト削減による営業費用の削減により、買掛金および未払金が35百万円減少したことに

よるものであります。 

当第２四半期連結累計期間に135百万円の四半期純利益が計上され、149百万円の配当を行なった結果、利益剰余金

が13百万円減少いたしました。その結果、純資産合計額は、前連結会計年度末と比較して10百万円減少し、7,156百

万円となりました。  

   

(2) キャッシュ・フローの状況  

① 当第２四半期連結累計期間 

当第２四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114百万円減少し、936百万円となりました。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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期と比べ、17百万円増加し、148百万円の獲得となりました。 

税金等調整前四半期純利益が234百万円計上された一方、前連結会計年度末に比べ、売上債権が65百万円増加し、

仕入債務および未払金が24百万円減少したこと、法人税等の支払が77百万円あったことなど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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期と比べ、2百万円減少し、95百万円の支出となりました。 

前年同四半期には、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による支出101百万円などがありましたが、当第２

四半期連結累計期間には、主として定期預金の増減による支出（純額）100百万円と無形固定資産の取得による支出

26百万円により投資活動によるキャッシュ・フローが生じ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四半期に比べ、1百万円減少し、168百万円となりました。 

これは、主として期末配当金の支払が148百万円あったことによるものであります。前年同四半期に比べ、財務活

動により支出した資金が1百万円減少しているのは、主として配当金の支払額が3百万円増加した一方、子会社ゴメ

ス・コンサルティングが期末配当を実施しなかったため、前年同四半期に5百万円あった少数株主への配当金の支払

がなかったためであります。 

   

② 当第２四半期連結会計期間 

当第２四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、前四半期連結会計期

間末に比べ12百万円増加し、936百万円となりました。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、税金等調整前四半期純利益が147百万円計上された一方、売掛金が前四半期連結

会計期間末に比べ46百万円増加したことなどにより、前第２四半期連結会計期間と比べ46百万円増加し、150百万円

となりました。 

（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、定期預金の預入による支出（純額）150百万円、投資有価証券の売却による収入10百

万円などにより、前第２四半期連結会計期間と比べ123百万円増加し、125百万円となりました。 

（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、主として借入金の返済9百万円により、前第２四半期連結会計期間と比べ2百万円

増加し、11百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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通期の連結業績予想は、平成21年4月22日に公表いたしました予想から修正は行なっておりません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、関係会社の異動はありません。  

   

該当事項はありません 

   

５．四半期連結財務諸表、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に記載しております。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,717,043 1,731,977

売掛金 355,384 289,545

有価証券 4,569,093 4,569,025

たな卸資産 ※1  4,540 ※1  9,219

繰延税金資産 12,919 13,247

その他 41,627 43,818

貸倒引当金 △5,377 △5,477

流動資産合計 6,695,230 6,651,356

固定資産   

有形固定資産 ※2  54,248 ※2  61,512

無形固定資産   

のれん 129,617 133,303

その他 262,658 289,908

無形固定資産合計 392,276 423,212

投資その他の資産   

投資有価証券 71,272 81,264

繰延税金資産 1,873 2,365

その他 229,864 262,164

投資その他の資産合計 303,011 345,794

固定資産合計 749,536 830,519

繰延資産 － 1,117

資産合計 7,444,766 7,482,993
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 60,410 67,566

未払金 104,559 132,437

1年内返済予定の長期借入金 － 18,000

未払法人税等 90,612 74,159

未払消費税等 16,001 608

役員賞与引当金 － 7,500

その他 16,532 13,700

流動負債合計 288,116 313,971

固定負債   

長期未払金 － 1,709

固定負債合計 － 1,709

負債合計 288,116 315,680

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 2,821,637

利益剰余金 1,776,910 1,790,438

株主資本合計 6,691,628 6,705,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △288 △293

評価・換算差額等合計 △288 △293

少数株主持分 465,311 462,449

純資産合計 7,156,650 7,167,312

負債純資産合計 7,444,766 7,482,993
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,603,621 1,154,399

売上原価 812,451 600,467

売上総利益 791,170 553,931

販売費及び一般管理費 ※1  544,519 ※1  369,988

営業利益 246,651 183,943

営業外収益   

受取利息 42,662 55,158

受取配当金 18 631

その他 979 1,250

営業外収益合計 43,660 57,040

営業外費用   

支払利息 772 247

為替差損 226 346

株式交付費 2,267 1,117

その他 486 572

営業外費用合計 3,752 2,283

経常利益 286,559 238,699

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   

事務所移転及び閉鎖費用 ※2  29,584 ※2  4,077

特別損失合計 29,584 4,077

税金等調整前四半期純利益 259,919 234,622

法人税、住民税及び事業税 94,623 95,316

法人税等調整額 △14,837 817

法人税等合計 79,785 96,133

少数株主利益又は少数株主損失（△） △725 2,861

四半期純利益 180,859 135,627
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 770,022 599,050

売上原価 416,017 302,402

売上総利益 354,005 296,647

販売費及び一般管理費 ※1  249,422 ※1  176,006

営業利益 104,582 120,641

営業外収益   

受取利息 22,179 27,372

その他 328 1,110

営業外収益合計 22,507 28,483

営業外費用   

支払利息 354 91

為替差損 163 191

株式交付費 823 293

その他 30 1

営業外費用合計 1,372 577

経常利益 125,717 148,547

特別損失   

事務所移転及び閉鎖費用 ※2  21,152 ※2  1,159

特別損失合計 21,152 1,159

税金等調整前四半期純利益 104,565 147,388

法人税、住民税及び事業税 49,494 57,346

法人税等調整額 △5,049 △4,364

法人税等合計 44,445 52,982

少数株主利益 765 7,235

四半期純利益 59,354 87,170
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 259,919 234,622

減価償却費 38,836 53,318

長期前払費用償却額 3,190 3,190

のれん償却額 3,685 3,685

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200 △100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △7,500

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 △42,681 △55,789

支払利息 772 247

株式交付費 2,267 1,117

子会社株式売却損益（△は益） △2,945 －

固定資産除却損 8,879 3,004

有形固定資産売却損益（△は益） － 90

売上債権の増減額（△は増加） △56,177 △65,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,623 4,679

仕入債務の増減額（△は減少） 33,029 △7,155

未払金の増減額（△は減少） △57,021 △17,125

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,918 2,624

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,676 18,979

小計 151,461 172,050

利息及び配当金の受取額 42,940 54,902

利息の支払額 △772 △247

法人税等の支払額 △61,915 △77,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,714 148,984

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 － △850,000

定期預金の払戻による収入 70,000 750,000

有形固定資産の取得による支出 △22,717 △7,530

有形固定資産の売却による収入 － 28

無形固定資産の取得による支出 △76,530 △26,958

投資有価証券の売却による収入 5 10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△101,013 －

貸付金の回収による収入 50,641 －

その他 △13,178 29,109

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,793 △95,350

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 △18,000 △18,000

配当金の支払額 △144,966 △148,544

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 △1,858 △1,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,468 △168,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,546 △114,866

現金及び現金同等物の期首残高 2,187,099 1,051,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,055,552 ※1  936,136
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 該当事項はありません。 

  

    

   

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

【継続企業の前提に関する事項】

【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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 該当事項はありません。 

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 受注制作のソフトウェアに係る収益及び原価の計上基

準の変更  

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につ

いては、従来、完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15

号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間よ

り適用し、当第１四半期連結会計期間に着手したプ

ロジェクトから、当第２四半期連結会計期間末まで

の進捗部分について成果の確実性が認められるプロ

ジェクトについては工事進行基準（工事の進捗率の

見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトに

ついては工事完成基準を適用しております。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に

与える影響はありません。 

４．四半期連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲の変更 

該当事項はありません。  

５．表示方法の変更 該当事項はありません。  

【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】
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（第２四半期連結累計期間） 

   

（第２四半期連結会計期間） 

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ たな卸資産の内訳 ※１ たな卸資産の内訳 

   仕掛品                         千円947    仕掛品               千円6,630

   貯蔵品                千円3,592    貯蔵品                千円 2,589

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

175,582千円 174,145千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

役員報酬 千円33,649

従業員給与 千円173,834

荷造運賃 千円73,688

支払報酬 千円19,607

賃借料 千円23,415

雑給 千円26,420

役員報酬 千円23,532

従業員給与 千円128,075

荷造運賃 千円51,180

支払報酬 千円19,510

賃借料 千円11,647

雑給 千円14,809

※２ 事務所移転および閉鎖費用の主な内訳 

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、大阪支社、中部支社および九州支社を閉鎖した

費用であります。 

※２ 事務所移転および閉鎖費用の主な内訳 

東京都港区六本木の本社の一部を縮小し、一部を東

京都中央区築地の事業所に移転した費用および子会

社ゴメス・コンサルティング株式会社が、東京都港

区六本木の本社を縮小・移転した費用であります。 

固定資産除却損 千円8,879

事業所原状回復費用 千円13,196

事業所閉鎖諸費用 千円7,509

固定資産除却損 千円2,542

事業所移転諸費用 千円1,534

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

役員報酬 千円19,681

従業員給与 千円75,050

荷造運賃 千円33,421

支払報酬 千円9,773

賃借料 千円9,812

雑給 千円12,442

役員報酬 千円9,516

従業員給与 千円64,021

荷造運賃 千円25,134

支払報酬 千円8,942

賃借料 千円5,073

雑給 千円7,509

※２ 事務所移転および閉鎖費用の主な内訳 

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、大阪支社、中部支社および九州支社を閉鎖した

費用であります。 

※２ 事務所移転および閉鎖費用の主な内訳 

子会社ゴメス・コンサルティング株式会社が、東京

都港区六本木の本社を縮小・移転した費用でありま

す。 

固定資産除却損 千円6,066

事業所原状回復費用 千円7,576

事業所閉鎖諸費用  千円7,509

固定資産除却損 千円1,157

事務所移転諸費用 千円1
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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 

※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     千円 1,486,961

有価証券 千円 4,578,590

３ヶ月超の定期預金      千円 －

現金同等物以外の有価証券 千円 △4,010,000

現金及び現金同等物の 

四半期連結会計期間末残高 

千円 2,055,552

現金及び預金勘定 千円 1,717,043

有価証券 千円 4,569,093

３ヶ月超の定期預金  千円 △850,000

現金同等物以外の有価証券 千円 △4,500,000

現金及び現金同等物の 

四半期連結会計期間末残高 

千円 936,136
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年９月30日） 

  

１．発行済株式の種類及び総数 

  

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 

(注）子会社が発行するストックオプションに係る新株予約権の当第２四半期連結会計期間末残高はありません。 

  

４．配当に関する事項 

（１） 配当金支払額  

  

（２） 基準日が当連結会計年度開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期連結会計期間の末日後となるもの  

該当事項はありません。 

   

当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当第２四半期連結累計
期間増加株式数（株）

当第２四半期連結累計
期間減少株式数（株） 

当第２四半期連結会計
期間末株式数（株） 

発行済株式                    

普通株式  271,192  －  －  271,192

合計  271,192  －  －  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）  当第２四半
期連結会計
期間末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当第２四半期連
結累計期間増加

当第２四半期連
結累計期間減少

当第２四半期連
結累計期間末 

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  2,448  －  －  2,448  －

平成18年第２回新株予約権 普通株式  250  －  －  250  －

合計     2,954  －  －  2,954  －

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21年５月21日 
取締役会 

普通株式   利益剰余金  149,155  550 平成21年３月31日  平成21年６月３日 

（株主資本の金額の著しい変動）
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前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日  至 平成21年９月30日) 

  

（セグメント情報）

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

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  643,895  126,126  770,022  －  770,022

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  643,895  126,126  770,022  －  770,022

営業費用   542,120  124,223  666,344  △904  665,440

営業利益（又は営業損失）  101,775  1,902  103,678  904  104,582

  

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  480,309  118,740  599,050  －  599,050

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  480,309  118,740  599,050  －  599,050

営業費用   378,074  100,334  478,408  －  478,408

営業利益（又は営業損失）  102,234  18,406  120,641  －  120,641
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９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 

  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

  

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。  

  

  

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  1,375,457  228,164  1,603,621  －  1,603,621

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  1,375,457  228,164  1,603,621  －  1,603,621

営業費用   1,123,183  235,596  1,358,779  △1,809  1,356,970

営業利益（又は営業損失）  252,273  △7,431  244,842  1,809  246,651

  

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  965,507  188,891  1,154,399  －  1,154,399

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  965,507  188,891  1,154,399  －  1,154,399

営業費用   781,642  188,813  970,455  －  970,455

営業利益（又は営業損失）  183,865  78  183,943  －  183,943

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）  

記載すべき事項はありません。  

  

  

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）  

記載すべき事項はありません。  

  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第２四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２四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。 

  

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

該当事項はありません。  

  

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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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。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 24,673.81円 １株当たり純資産額 24,723.68円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 666.91円 １株当たり四半期純利益金額 500.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 500.04円

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  180,859  135,627

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）  180,859  135,627

期中平均株式数（株）  271,192  271,192

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）   －  △19

（うち、子会社の発行する潜在株式による四半期

純利益調整額） 
 －  △19

普通株式増加数（株）   －  －
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 （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。 

    

 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 218.87円 １株当たり四半期純利益金額 321.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 218.77円 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 321.22円

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  59,354  87,170

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）  59,354  87,170

期中平均株式数（株）  271,192  271,192

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  △25  △57

（うち、子会社の発行する潜在株式による四半期

純利益調整額） 
 △25  △57

普通株式増加数（株）  －  －

（重要な後発事象）
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個別四半期財務諸表 

  

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２四半期財務諸表は、「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。 

  

  

 （単位：千円） 

  

「参考」

（１）四半期貸借対照表

区分 
注記 

番号 

当第２四半期会計期間末 

(平成21年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成21年３月31日) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

１ 現金及び預金   1,273,171 1,272,179 

２ 売掛金   202,659  168,833 

３ 有価証券   3,569,093 3,569,025 

４ たな卸資産 ※１  4,540  9,219 

５ 繰延税金資産   12,146  12,578 

６ その他   28,940  32,782 

７ 貸倒引当金    △5,377  △5,477 

流動資産合計   5,085,174 5,059,141 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※２ 52,111  57,674 

２ 無形固定資産    

(1) のれん   129,617 133,303 

(2) その他   258,589  289,494 

無形固定資産合計    388,207  422,798 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券    71,272  81,264 

(2) 関係会社株式    407,732  407,732 

(3) 繰延税金資産    2,134 2,347 

(4) その他    197,730  223,119 

投資その他の資産合計    678,870  714,464 

固定資産合計    1,119,189 1,194,936 

資産合計    6,204,364 6,254,077 
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（単位：千円） 

  

区分 
注記 

番号 

当第２四半期会計期間末 

(平成21年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成21年３月31日) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

１ 買掛金   33,623  44,080 

２ １年以内返済予定長期借入金   －  18,000 

３ 未払金   78,591  104,781 

４ 未払法人税等   82,082 66,605 

５ 未払消費税等    12,061  － 

６ 役員賞与引当金   － 7,500 

７ その他    14,043  11,047 

流動負債合計    220,403  252,015 

Ⅱ 固定負債    

１ 長期未払金   －  1,709 

固定負債合計   －  1,709 

負債合計    220,403  253,725 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   2,093,080  2,093,080 

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金   2,484,387 2,484,387 

(2) その他の資本剰余金    337,250  337,250 

資本剰余金合計    2,821,637 2,821,637 

３ 利益剰余金    

繰越利益剰余金    1,069,532  1,085,928 

利益剰余金合計    1,069,532  1,085,928 

株主資本合計   5,984,249  6,000,646 

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金    △288  △293 

評価・換算差額等合計    △288  △293 

純資産合計    5,983,960  6,000,352 

負債純資産合計    6,204,364  6,254,077 
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① 四半期累計期間 

 （単位：千円） 

  

② 四半期会計期間 

（単位：千円） 

  

  

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

（２）四半期損益計算書

区分  
注記 

番号 

前四半期累計期間 当四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

至 平成20年９月30日) 至 平成21年９月30日) 

Ⅰ 売上高    1,335,254   933,388

Ⅱ 売上原価    653,752 468,467

売上総利益    681,501 464,920

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  452,511 301,547

営業利益    228,990 163,373

Ⅳ 営業外収益 ※２  64,461 60,421

Ⅴ 営業外費用 ※３  1,780 1,165

経常利益    291,672 222,629

Ⅵ 特別損失 ※４  35,749 2,919

税引前四半期純利益    255,923 219,710

法人税、住民税及び事業税    83,320  86,309

法人税等調整額    △13,753  69,566  △641  85,667

四半期純利益    186,356 132,758

区分  
注記 

番号 

前四半期会計期間 当四半期会計期間 

(自 平成20年７月１日 (自 平成21年７月１日 

至 平成20年９月30日) 至 平成21年９月30日) 

Ⅰ 売上高    628,095 460,215

Ⅱ 売上原価    329,223 225,826

売上総利益    298,871 234,388

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  205,101 144,811

営業利益    93,769  89,577

Ⅳ 営業外収益 ※２  19,068 22,612

Ⅴ 営業外費用 ※３  525 282

経常利益    112,311 111,907

Ⅵ 特別損失 ※４  21,152 1

税引前四半期純利益    91,159 111,906

法人税、住民税及び事業税    45,527  51,188

法人税等調整額    △6,891  38,635  △3,817 47,370

四半期純利益    52,523 64,535

【重要な会計方針の変更】

【簡便な会計処理】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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① 四半期累計期間 

  

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ たな卸資産の内訳 ※１ たな卸資産の内訳 

仕掛品 千円947

貯蔵品 千円3,592

仕掛品 千円6,630

貯蔵品 千円2,589

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

165,970千円 162,765千円

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

役員報酬 千円22,400

従業員給与 千円144,275

福利厚生費 千円15,780

雑給 千円26,420

荷造運賃 千円73,551

賃借料 千円17,065

役員報酬 千円21,260

従業員給与 千円102,931

雑給 千円14,809

販売手数料 千円11,311

荷造運賃 千円51,160

支払報酬 千円12,473

※２ 営業外収益のうち主要な費目 ※２ 営業外収益のうち主要な費目 

受取利息 千円945

有価証券利息 千円35,560

受取配当金 千円26,976

雑収入 千円779

受取利息 千円3,094

有価証券利息 千円40,444

受取配当金 千円15,631

雑収入 千円1,150

※３ 営業外費用のうち主要な費目 ※３ 営業外費用のうち主要な費目 

支払利息 千円772

為替差損 千円206

株式交付費 千円620

雑損失 千円180

支払利息 千円247

為替差損 千円346

雑損失 千円571

※４ 特別損失の主な内訳 

子会社株式消滅差損 千円6,164

事務所移転及び閉鎖費用 千円29,584

※４ 特別損失の主な内訳 

事務所移転諸費用 千円2,919
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 ② 四半期会計期間 

  

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

役員報酬 千円14,090

従業員給与 千円60,256

福利厚生費 千円6,777

雑給 千円12,442

販売促進費 千円10,625

荷造運賃 千円33,351

役員報酬 千円8,435

従業員給与 千円51,910

雑給 千円7,509

業務委託費 千円5,242

荷造運賃 千円25,127

支払報酬 千円5,913

※２ 営業外収益のうち主要な費目 ※２ 営業外収益のうち主要な費目 

受取利息 千円748

有価証券利息 千円17,990

雑収入 千円328

受取利息 千円1,175

有価証券利息 千円20,325

雑収入 千円1,110

※３ 営業外費用のうち主要な費目 ※３ 営業外費用のうち主要な費目 

支払利息 千円354

為替差損 千円147

雑損失 千円23

支払利息 千円91

為替差損 千円191

※４ 特別損失の主な内訳 

事務所移転及び閉鎖費用 千円21,152

※４ 特別損失の主な内訳 

事務所移転諸費用 千円1
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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。 

  （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。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 22,065.40円 １株当たり純資産額 22,125.85円

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 687.18円 １株当たり四半期純利益金額 489.54円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  
前第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  186,356  132,758

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）  186,356  132,758

期中平均株式数（株）  271,192  271,192

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期利益調整額（千円）  － － 

普通株式増加数（株） －  － 

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 193.68円 １株当たり四半期純利益金額 237.97円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  
前第２四半期会計期間 

（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  52,523   64,535

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）  52,523  64,535

期中平均株式数（株）  271,192  271,192

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期利益調整額（千円）  －  － 

普通株式増加数（株） －  － 

（重要な後発事象）
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