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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） 

 

(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 15,756 △3.4 1,320 △16.3 1,296 △16.3 630 △23.9

21年3月期第2四半期 16,307 ― 1,577 ― 1,548 ― 829 ―

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 61.55 ―

21年3月期第2四半期 80.91 ―

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 21,552 11,678 53.7 1,129.29
21年3月期 21,180 11,590 54.2 1,120.90

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,571百万円 21年3月期  11,485百万円

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

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 ― 0.00 ― 50.00 50.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 50.00 50.00

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 35,279 2.7 3,346 0.8 3,340 0.7 1,783 3.2 174.05
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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）  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、４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、４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 

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。 

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 10,404,000株 21年3月期  10,404,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  157,109株 21年3月期  157,109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 10,246,891株 21年3月期第2四半期 10,246,891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2四半期までの連結業績は、売上高15,756百万円（前年同期比3.4%減）、営業利益1,320

百万円（同16.3%減）、経常利益1,296百万円（同16.3%減）、四半期純利益630百万円（同23.9%減）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、前期に引き続き、全国小売店パネル調査（SRI）、全国店頭プロモーション調査（SPI）、

MR 活動評価指標（Rep Track）の売上が拡大しました。一方で今期は全国女性消費者パネル調査（SLI）のリ

ニューアルなど消費者パネル調査の商品力向上に向けた投資を行っており、当分野は増収減益となりました。 

カスタムリサーチ分野は、国内では前年下期からの経済環境悪化の影響が続いており、競合社との競争も

より一層厳しさを増し、減収となりました。一方、国外（中国現地法人）は事業が成長軌道に乗ったことも

あり、大きく増収となりました。 

この結果、市場調査・コンサルティング事業の売上高は10,584 百万円（前年同期比4.4%減）、営業利益は

1,080百万円（同29.4%減）となりました。 

② システムソリューション事業 

システムソリューション事業では、売上は不採算業務の絞込みを行った結果、前年同期実績を下回りまし

たが、経費の削減、業務の効率化を一層進めることにより、減収増益となりました。 

この結果、システムソリューション事業の売上高は2,469百万円（前年同期比8.0%減）、営業利益は22百

万円（前年同期の営業損失は90百万円）となりました。 

③ 医薬品開発支援事業 

CRO（医薬品開発業務受託機関）業務では、前年下期に引き続き、モニタリング業務は苦戦が続くものの、

データマネジメント・解析業務の売上が大きく増加し、全体として増収増益となりました。 

この結果、医薬品開発支援事業の売上高は2,702百万円（前年同期比5.8%増）、営業利益は217百万円（同

56.6％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2四半期末における資産合計は21,552百万円となり、前連結会計年度末と比較して372百万円の増加と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金、仕掛品が増加したためであり

ます。 

負債合計につきましては、9,874百万円となり、前連結会計年度末と比較して284百万円の増加となりました。

これは主に、長期借入金、未払法人税等及び買掛金が減少したものの、短期借入金が増加したためであります。 

純資産合計につきましては、11,678 百万円となり、87百万円の増加となりました。これは主に、前期決算に

係る配当金512百万円の支払があったものの、四半期純利益630百万円を計上したためであります。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第2四半期までの業績は計画を下回っておりますが、第3四半期以降の業績については変動要素があり、

平成21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 

売上高及び売上原価の計上基準の変更 

受注製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、工事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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第1 四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基

準（ソフトウェア開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適 

用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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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 4,006,226 3,393,655

受取手形及び売掛金 5,079,605 6,299,126

仕掛品 2,010,447 1,257,037

貯蔵品 30,079 40,162

繰延税金資産 838,436 731,479

その他 437,184 390,816

貸倒引当金 △2,867 △2,689

流動資産合計 12,399,113 12,109,588

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,180,997 2,111,268

器具備品（純額） 493,640 543,502

リース資産（純額） 408,649 233,036

土地 1,998,156 1,998,156

その他（純額） 182 221

有形固定資産合計 5,081,625 4,886,186

無形固定資産   

のれん 664,283 806,557

その他 1,076,568 997,811

無形固定資産合計 1,740,851 1,804,369

投資その他の資産   

繰延税金資産 988,175 957,657

その他 1,342,832 1,422,434

投資その他の資産合計 2,331,008 2,380,091

固定資産合計 9,153,485 9,070,647

資産合計 21,552,598 21,180,236

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,452,600 1,601,309

短期借入金 2,324,000 1,942,300

未払法人税等 678,606 831,196

賞与引当金 1,432,070 1,321,194

役員賞与引当金 13,600 27,800

ポイント引当金 85,362 36,743

投資損失引当金 28,338 －

その他 1,016,058 982,269

流動負債合計 7,030,636 6,742,814
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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) 

固定負債   

長期借入金 352,000 564,000

退職給付引当金 2,108,949 2,058,220

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 353,512 195,621

固定負債合計 2,843,462 2,846,841

負債合計 9,874,098 9,589,656

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 8,840,601 8,722,229

自己株式 △247,406 △247,406

株主資本合計 11,611,283 11,492,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,416 10,418

繰延ヘッジ損益 △44,250 1,947

為替換算調整勘定 △11,703 △19,498

評価・換算差額等合計 △39,537 △7,132

少数株主持分 106,753 104,800

純資産合計 11,678,499 11,590,580

負債純資産合計 21,552,598 21,180,236
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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 16,307,910 15,756,447

売上原価 11,103,189 10,877,354

売上総利益 5,204,721 4,879,093

販売費及び一般管理費 3,627,124 3,558,777

営業利益 1,577,597 1,320,316

営業外収益   

受取利息 2,233 808

受取配当金 7,750 2,950

受取保険金及び配当金 － 4,483

その他 7,138 7,960

営業外収益合計 17,122 16,201

営業外費用   

支払利息 18,829 18,540

支払手数料 5,416 4,778

器具備品等除却損 19,775 3,597

その他 2,319 12,868

営業外費用合計 46,340 39,784

経常利益 1,548,379 1,296,734

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,277 －

投資有価証券売却益 － 213

特別利益合計 8,277 213

特別損失   

退職給付制度改定損 － 78,433

投資損失引当金繰入額 － 28,338

特別損失合計 － 106,771

税金等調整前四半期純利益 1,556,657 1,190,175

法人税、住民税及び事業税 764,312 667,572

法人税等調整額 △44,616 △109,573

法人税等合計 719,696 557,999

少数株主利益 7,844 1,459

四半期純利益 829,116 630,716
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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 8,842,301 8,379,296

売上原価 5,939,410 5,800,573

売上総利益 2,902,891 2,578,722

販売費及び一般管理費 1,926,581 1,779,749

営業利益 976,310 798,973

営業外収益   

受取利息 2,084 689

受取配当金 5,360 450

受取保険金及び配当金 － 3,405

その他 3,435 4,760

営業外収益合計 10,880 9,305

営業外費用   

支払利息 10,582 10,143

支払手数料 3,121 2,314

器具備品等除却損 16,622 3,582

その他 1,293 △3,406

営業外費用合計 31,620 12,633

経常利益 955,570 795,644

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,124 △125

投資有価証券売却益 － 213

特別利益合計 8,124 88

特別損失   

投資損失引当金繰入額 － 28,338

特別損失合計 － 28,338

税金等調整前四半期純利益 963,694 767,394

法人税、住民税及び事業税 655,412 475,177

法人税等調整額 △243,706 △119,390

法人税等合計 411,706 355,786

少数株主利益 3,908 1,289

四半期純利益 548,079 410,317
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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 1,556,657 1,190,175

減価償却費 438,113 456,053

のれん償却額 142,274 142,274

退職給付制度改定損 － 78,433

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,241 △27,704

賞与引当金の増減額（△は減少） 157,858 110,875

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,988 △14,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,286 178

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,049 48,618

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 28,338

受取利息及び受取配当金 △9,984 △3,758

支払利息 18,829 18,540

器具備品等除却損 19,775 3,597

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △213

売上債権の増減額（△は増加） 1,165,244 1,244,950

たな卸資産の増減額（△は増加） △787,516 △742,623

仕入債務の増減額（△は減少） △305,857 △233,429

未払消費税等の増減額（△は減少） △66,617 △107,110

その他 △135,951 29,624

小計 2,181,842 2,222,619

利息及び配当金の受取額 10,036 3,758

利息の支払額 △16,105 △16,136

法人税等の支払額 △771,151 △746,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,404,622 1,463,426

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 △59,635 △59,640

定期預金の払戻による収入 57,800 57,800

有形固定資産の取得による支出 △330,894 △232,988

投資有価証券の取得による支出 △732 △793

投資有価証券の売却による収入 － 4,968

貸付けによる支出 △500 △1,490

貸付金の回収による収入 1,536 1,200

無形固定資産の取得による支出 △189,168 △260,001

差入保証金の回収による収入 1,144 927

差入保証金の差入による支出 △450 △2,725

その他 △12,625 739

投資活動によるキャッシュ・フロー △533,526 △492,003
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（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) 

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 2,905,000 2,900,000

短期借入金の返済による支出 △3,426,680 △2,510,000

長期借入れによる収入 1,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △232,600 △220,300

社債の償還による支出 △1,000,000 －

少数株主からの払込みによる収入 5,010 －

配当金の支払額 △411,461 △503,710

リース債務の返済による支出 △2,086 △36,289

財務活動によるキャッシュ・フロー △962,818 △370,300

現金及び現金同等物に係る換算差額 △130 9,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91,852 610,730

現金及び現金同等物の期首残高 3,394,165 3,303,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,302,313 3,914,341
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　（４）継続企業の前提に関する注記
　　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）
　　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】
　　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）

(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

計 6,164,792 1,370,877 1,306,631 8,842,301 8,842,301

営業利益又は
営業損失（△）

973,628 △ 40,066 42,747 976,310 － 976,310

（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.従来のメディカルソリューション事業は第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。

　　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）
(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

計 5,793,706 1,270,554 1,315,035 8,379,296 8,379,296

営業利益 738,490 17,547 42,935 798,973 － 798,973

（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

8,379,296

－ － － － (－) －

1,315,0355,793,706 1,270,554

1,306,631

－

1,370,877

－

6,164,792 8,842,301

－

8,842,301

－

(－)

(－)

－

－

(－)

8,379,296 －
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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）
(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

計 11,070,528 2,683,670 2,553,712 16,307,910 16,307,910

営業利益又は
営業損失（△）

1,529,224 △ 90,561 138,934 1,577,597 － 1,577,597

（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.従来のメディカルソリューション事業は第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。

　　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）
(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

計 10,584,008 2,469,598 2,702,840 15,756,447 15,756,447

営業利益 1,080,047 22,750 217,517 1,320,316 － 1,320,316

（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

－ 16,307,910

－ － － － (－) －

2,553,712 16,307,91011,070,528 2,683,670

15,756,447

－ － － － (－) －

15,756,44710,584,008

(－)

(－)

2,469,598 2,702,840 －
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　【所在地別セグメント情報】

　　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）

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

　　しております。

　　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）

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

　　しております。

　　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）

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

　　しております。

　　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）

　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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）

　　　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。

　　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）

　　　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。

　　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）

　　　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。

　　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）

　　　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）

　　該当事項はありません。
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