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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

１．当社は、平成19年12月期第３四半期財務・業績の概況を開示していないため、平成20年12月期第３四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３四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３四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3四半期 1,997 ― 148 ― 156 ― 89 ―

20年12月期第3四半期 2,080 ― 335 ― 333 ― 184 ―

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3四半期 28.15 27.60
20年12月期第3四半期 69.86 ―

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3四半期 1,677 1,278 76.0 401.72
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3四半期  1,275百万円 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

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

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
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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、５ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。 

(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3四半期  3,173,100株 20年12月期  3,172,100株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―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3四半期  3,172,125株 20年12月期第3四半期  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、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．業績予想につきましては、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」に変更はありません。 
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。 
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当第３四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を行なう一方で、生産性の向上や業

務効率の改善、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３四半期累計期間の売

上高は1,996,840千円(前年同期比4.0％減)、売上総利益は745,975千円(同17.5％減)、営業利益は

148,055千円(同55.8％減)、経常利益は155,753千円(同53.3％減)、四半期純利益は89,296千円(同

51.6％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。 

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３四半期累計期間における売上高は、1,986,804千円となりました。 

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３四半期累計期間における売上高は10,036千円となりました。 

（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高が減少したため、当第３四半期累計期間におけ

る売上原価率は62.6％となりました。その結果、売上総利益は745,975千円となりました。 

（営業利益） 

景気回復の見通しの厳しい状況の中、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597,920千円となり、営業利益は148,055千円となりました。 

（経常利益） 

主に保険契約の解約による返戻益、有価証券利息及び子会社からの業務受託料が発生しました。そ

の結果、経常利益は155,753千円となりました。 

（四半期純利益） 

税効果会計適用後の法人税等の負担率は41.7％であり、四半期純利益は89,296千円となりました。 

※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。 

  

当第３四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1,247,711千円(対前会計年度末

比217,623千円減)となりました。これは主に、現金及び預金、有価証券が減少し、売掛金が増加した

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306,702千円、売掛金が358,379千円、有

・定性的情報・財務諸表等

１. 経営成績に関する定性的情報

① ネットリサーチ事業

② その他事業

２. 財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況
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価証券が502,006千円となっております。固定資産は429,725千円(同93,739千円増)となりました。

これは主に、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定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114,221千円、ソフトウェア仮勘定が110,405千円となっております。その結

果、総資産は1,677,437千円(同123,884千円減)となりました。 

負債については流動負債が399,473千円(同155,629千円減)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、買掛金が増加したことによるものであり、主な項目としては、買掛金が

264,613千円となっております。 

純資産は1,277,964千円(同89,455千円増)となりました。主な項目としては、利益剰余金が794,744

千円となっております。 

当第３四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239,076千円減少

し、798,708千円となりました。 

また、当第３四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３四半期累計期間においては70,642千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153,217千円、仕入債務の増加による45,969千円の収入があった一方で、法人税等の支払い

による133,596千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３四半期累計期間においては、172,368千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153,906千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３四半期累計期間においては、137,350千円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の

減少及び長期借入期の返済により137,500千円支出したことによるものであります。 

  

リサーチ業界においては、多くの顧客企業の決算月を含む１-３月期、同様に第２四半期決算月を含む

７-９月期、年末商戦を含む10-12月期と比較し、４-６月期は取引量が減少するという季節要因がありま

す。当社の業績予想には、当該季節要因を反映しております。 

 本格的な景気回復には未だ不透明感は拭えませんが、第３四半期までの進捗状況や現在の足許の状況を

踏まえると、平成21年７月23日に修正発表しました通期の業績予想を修正するには至らないと判断してお

ります。通期の業績予想の達成に向け、企画提案力の強化、需要堅調な業界の開拓強化、さらにコスト削

減等を強力に推進してまいります。 

 なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

② キャッシュ・フローの状況

３. 業績予想に関する定性的情報
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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軽微であります。 

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、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。 

  

  

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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９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 306,702 486,921 

受取手形 30,686 43,272 

売掛金 358,379 334,720 

有価証券 502,006 550,863 

商品 1,404 － 

仕掛品 17,616 16,401 

貯蔵品 3,855 4,839 

前払費用 19,493 15,574 

繰延税金資産 7,097 12,854 

その他 1,974 1,839 

貸倒引当金 △1,500 △1,950 

流動資産合計 1,247,711 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 △10,249 △9,238 

建物（純額） 9,845 11,917 

工具、器具及び備品 119,090 118,001 

減価償却累計額 △83,228 △68,792 

工具、器具及び備品（純額） 35,862 49,209 

有形固定資産合計 45,707 61,126 

無形固定資産   

のれん 2,308 － 

商標権 525 583 

ソフトウエア 114,221 84,667 

ソフトウエア仮勘定 110,405 37,445 

その他 152 － 

無形固定資産合計 227,611 122,695 

投資その他の資産   

投資有価証券 273 108 

関係会社株式 70,000 60,000 

関係会社長期貸付金 13,000 － 

破産更生債権等 3,700 3,944 

敷金 59,676 68,226 

繰延税金資産 13,458 18,640 

その他 － 5,192 

貸倒引当金 △3,700 △3,944 

投資その他の資産合計 156,407 152,166 

固定資産合計 429,725 335,987 

資産合計 1,677,437 1,801,321 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９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 264,613 218,643 

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 32,550 58,848 

未払費用 53,059 48,614 

未払法人税等 31,310 114,066 

未払消費税等 9,813 22,538 

前受金 717 3,649 

預り金 7,411 8,744 

流動負債合計 399,473 555,102 

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 399,473 612,811 

純資産の部   

株主資本   

資本金 264,977 264,888 

資本剰余金 214,977 214,888 

利益剰余金 794,744 705,448 

株主資本合計 1,274,698 1,185,223 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14 △23 

評価・換算差額等合計 △14 △23 

新株予約権 3,280 3,310 

純資産合計 1,277,964 1,188,510 

負債純資産合計 1,677,437 1,801,321 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,996,840 

売上原価 1,250,866 

売上総利益 745,975 

販売費及び一般管理費 597,920 

営業利益 148,055 

営業外収益  

受取利息及び配当金 213 

有価証券利息 2,254 

業務受託料 2,328 

保険解約返戻金 2,278 

貸倒引当金戻入額 590 

その他 406 

営業外収益合計 8,069 

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 155,753 

特別損失  

固定資産除却損 2,536 

特別損失合計 2,536 

税引前四半期純利益 153,217 

法人税、住民税及び事業税 52,988 

法人税等調整額 10,933 

法人税等合計 63,921 

四半期純利益 89,296 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

税引前四半期純利益 153,217 

減価償却費 42,455 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △590 

受取利息及び受取配当金 △2,467 

支払利息 369 

固定資産除却損 2,536 

売上債権の増減額（△は増加） △11,073 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,634 

仕入債務の増減額（△は減少） 45,969 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,145 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,236 

その他 △2,352 

小計 202,049 

利息及び配当金の受取額 2,467 

利息の支払額 △278 

法人税等の支払額 △133,596 

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,642 

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 △20,000 

定期預金の払戻による収入 10,000 

有形固定資産の取得による支出 △1,332 

無形固定資産の取得による支出 △153,906 

投資有価証券の取得による支出 △150 

関係会社株式の取得による支出 △10,000 

貸付けによる支出 △13,000 

その他 16,020 

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,368 

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 

株式の発行による収入 150 

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,350 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △239,076 

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 798,708 
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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
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前年同四半期に係る財務諸表等 

前第３四半期累計期間(平成20年１月１日～平成20年９月30日) 

 

「参考」

(１)(要約)四半期損益計算書

科目

前年同四半期 
(平成20年12月期第３四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,079,977

Ⅱ 売上原価 1,175,725

   売上総利益 904,253

Ⅲ 販売費及び一般管理費 569,226

   営業利益 335,027

Ⅳ 営業外収益 965

Ⅴ 営業外費用 2,597

     経常利益 333,395

     税金等調整前四半期純利益 333,395

     法人税、住民税及び事業税 145,356

     法人税等調整額 3,614 149,870

     四半期純利益 184,425
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前第３四半期累計期間(平成20年１月１日～平成20年９月30日) 

 
  

 

(２)(要約)キャッシュ・フロー計算書

区分

前年同四半期 
(平成20年12月期第３四半期)

金額(千円)

Ⅰ 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 333,395

   減価償却費 47,243

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 1,151

   受取利息及び受取配当金 △953

   支払利息 2,592

   売上債権の増減額(増加：△) △9,671

   たな卸資産の増減額(増加：△) △12,283

   仕入債務の増減額(減少：△) 28,834

   その他流動資産の増減額(増加：△) △3,141

   その他流動負債の増減額(減少：△) 21,572

   その他 1,333

    小計 410,075

   利息及び配当金の受取額 953

   利息の支払額 △2,785

   法人税等の支払額 △159,184

   営業活動によるキャッシュ・フロー 249,059

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 △3,513

   無形固定資産の取得による支出 △31,574

   その他投資の増加による支出 △12,896

   投資活動によるキャッシュ・フロー △27,983

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(減少：△) 50,000

   長期借入金の返済による支出 △88,600

   財務活動によるキャッシュ・フロー △38,600

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 182,476

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四半期末残高 741,107
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該当事項はありません。 

６．その他
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