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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,179 2.2 254 38.6 308 29.4 171 26.5
22年3月期第2四半期 1,154 △28.0 183 △25.4 238 △16.7 135 △25.0

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

23年3月期第2四半期 640.61 640.07
22年3月期第2四半期 500.11 500.04

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

23年3月期第2四半期 7,529 7,219 89.5 25,167.30
22年3月期 7,543 7,201 89.2 25,127.04

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,741百万円 22年3月期  6,731百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
平成23年3月期の期末配当は未定であります。 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,550 7.9 520 25.2 620 18.2 350 17.8 1,306.55



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）【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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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．第２四半期累計期間の連結業績について、営業利益、経常利益、四半期純利益のいずれも、大幅な増益となりました。 
23年３月期の中間配当を未定としておりましたが、当社はこれまで中間配当を実施したことがなく、例年どおり中間配当は行なわないこととし、期末配当に
反映させることを検討いたしたいと考えております。なお、平成22年３月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
配当を決定次第開示いたします。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．その他情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 271,192株 22年3月期  271,192株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,310株 22年3月期  3,310株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 267,882株 22年3月期2Q 271,192株
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文中の将来に関する事項は、当四半期決算短信提出日現在において、当社グループ（当社および連結子会社）が判断

したものであります。 

  

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間 

① 連結業績の概況  

当第２四半期連結累計期間（平成22年４月1日～平成22年９月30日）の連結業績は、売上高が前年同四半期（平

成21年４月１日～平成21年９月30日）の1,154百万円から25百万円（2.2％）の増収となる1,179百万円となりまし

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、969

百万円と前年同四半期の965百万円から3百万円（0.4％）の増収となりました。また、営業費用は、一昨年来のコ

スト削減活動により、前年同四半期の781百万円から51百万円（△6.6％）減少し729百万円となりました。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183百万円から54百万円

（29.9％）の増益となる238百万円となりました。 

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188百万円から21百万円

（11.4％）の増収となる210百万円となりました。また、営業費用は、前年同四半期の188百万円から5百万円

（3.1％）増加し、194百万円となりました。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0百万円（78千円）から16百万円（208倍）の増益となる16百万円となりました。 

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183百万円から71百万円（38.6％）の増

益となる254百万円となりました。 

また、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238百万円から70百万円（29.4％）の増益とな

る308百万円となりました。 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2百万円を特別損失に計上した結果、当第２四半期連結累計期間の四

半期純利益は前年同四半期の135百万円から35百万円（26.5％）の増益となる171百万円となりました。 

  

② 商品・サービス別販売実績 

※ＧＰＮ(Gomez Performance Networks）は取扱い商品が増加したため、当第２四半期連結会計期間より「サイトパ
フォーマンス監視・測定サービス」に商品・サービス名を変更しています。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

セグメント別売上高 
前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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 185,299 16.0  196,604 16.7 6.1

  データ・ソリューション   671,845 58.2  635,086 53.8 △ 5.5

  メディア・ソリューション  108,361 9.4  137,465 11.7 26.9

  セグメント売上  965,507 83.6  969,155 82.2 0.4

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     126,099 11.0  150,646 12.8 19.5

  
サイトパフォーマンス監視・測定サー
ビス※ 

35,848 3.1  22,402 1.9 △ 37.5

  ＳＥＯ(Search Engine Optimization） 26,750 2.3  37,316 3.1 39.5

  その他  192 0.0 － －

  セグメント売上 188,891 16.4  210,365 17.8 11.4

連結売上高 1,154,399 100.0  1,179,521 100.0 2.2
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 （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、モーニングスター・アセット・マネジメントの投資助言売上が増加

し、コンサルティングの売上高は、前年同四半期の185百万円から11百万円（6.1％）の増収となる196百万円と

なりました。 

・データ・ソリューション 

ファンドデータ・レポート売上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671百万円から36百万円

（△5.5％）の減収となる635百万円となりました。 

・メディア・ソリューション 

ウェブ広告に係わる売上が大幅に増加いたしました。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108百万円から29百万円（26.9％）の増収となる137百万円となりました。 

  

 （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 

銀行、証券を中心に金融機関向けの総合コンサルティングの提供を強化いたしました。また安定収益となる継続

サポート業務の拡充に努め一定の顧客獲得成果を得ることができました。その結果、前年同四半期の126百万円

から24百万円（19.5％）の増収となる150百万円となりました。 

・サイトパフォーマンス監視・測定サービス 

サイトパフォーマンス監視・測定サービス（ウェブサイトの表示速度を測定し、その改善のためのアドバイス業

務）は、前年同四半期の35百万円から13百万円（△37.5％）の減収となる22百万円となりました。 

・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26百万円から10百万円（39.5％）の増収となる37百万円となりまし

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状況の分析  

資産合計は前連結会計年度末と比較して13百万円減少し、7,529百万円となりました。  

これは主として、流動資産が前連結会計年度末と比較して8百万円増加し、6,846百万円となった一方、固定資産

が前連結会計年度末と比較して22百万円減少し、683百万円となったことによるものであります。  

流動資産の増加は、現金及び預金が5百万円、売掛金が3百万円増加したことによるものであります。 

現金及び預金の増加は、営業活動によるキャッシュ・フローの流入が202百万円あった一方、配当金の支払を160

百万円行い、無形固定資産の取得による支出を32百万円行ったことなどによるものであります。 

また、固定資産の減少は、主としてソフトウェアの償却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31百万円減少し、310百万円となりました。 

負債の減少は、主としてコスト削減による営業費用の減少により、買掛金・未払金が合計でが18百万円減少した

こと、未払法人税等が11百万円減少したことなどによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間に171百万円の四半期純利益が計上され、160百万円の配当を行なった結果、利益剰余

金が10百万円増加いたしました。また、少数株主持分が6百万円増加いたしました。その結果、純資産合計は、前

連結会計年度末と比較して17百万円増加し、7,219百万円となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

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44百万円減少し、987百万円となりました。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、53百万円増加し、202百万円の獲得となりました。 

これは、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期と比べ72百万円増加し、306百万円計上された一方、前年同

四半期と比べ、法人税等の支払が59百万円増加し、136百万円となったこと、売上債権の増加額が前年同四半期

と比べ、62百万円減少し、3百万円とな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、10百万円減少し、84百万円の支出となりました。 

これは、主として定期預金の増減による支出（純額）が、前年同四半期の100百万円から、当第２四半期連結累

計期間は50百万円となったこと、無形固定資産の取得に32百万円支出したことなど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、6百万円減少し、162百万円となりました。 

これは、主として期末配当金の支払が前年同四半期の148百万円から、当第２四半期連結累計期間は160百万円

となった一方、前年同四半期に18百万円あった長期借入金の返済による支出が当第２四半期連結累計期間にはな

くなったためであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22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。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

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。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」および「企業結合に関する会計基準等」を適

用しております。 

また、当第１四半期連結会計期間より、連結損益計算書において「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表

示しております。  

詳細は、３．四半期連結財務諸表 （４）注記事項  (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) ３．会計処理基準に関する事項の変更 および (表示方法の変更) に記載しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,918,709 1,913,091

売掛金 307,838 304,706

有価証券 4,569,165 4,569,133

たな卸資産 ※1  4,679 ※1  5,722

繰延税金資産 16,911 17,210

その他 32,298 32,257

貸倒引当金 △3,025 △4,353

流動資産合計 6,846,577 6,837,768

固定資産   

有形固定資産 ※2  37,047 ※2  43,825

無形固定資産   

のれん 122,246 125,932

その他 226,284 236,459

無形固定資産合計 348,530 362,391

投資その他の資産   

投資有価証券 70,884 71,107

繰延税金資産 2,906 1,808

その他 223,886 226,674

投資その他の資産合計 297,676 299,589

固定資産合計 683,254 705,806

資産合計 7,529,832 7,543,575
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 57,593 69,250

未払金 86,758 93,154

未払法人税等 124,678 135,875

未払消費税等 18,119 18,382

役員賞与引当金 － 8,250

その他 21,127 16,789

流動負債合計 308,275 341,703

固定負債   

資産除去債務 2,418 －

固定負債合計 2,418 －

負債合計 310,694 341,703

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 1,949,312 1,938,433

自己株式 △121,812 △121,812

株主資本合計 6,742,218 6,731,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △351 △257

評価・換算差額等合計 △351 △257

少数株主持分 477,271 470,790

純資産合計 7,219,137 7,201,872

負債純資産合計 7,529,832 7,543,575
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,154,399 1,179,521

売上原価 600,467 592,022

売上総利益 553,931 587,498

販売費及び一般管理費 ※1  369,988 ※1  332,533

営業利益 183,943 254,965

営業外収益   

受取利息 55,158 54,300

受取配当金 631 21

その他 1,250 783

営業外収益合計 57,040 55,105

営業外費用   

支払利息 247 21

為替差損 346 35

株式交付費 1,117 －

持分変動によるみなし売却損 － 1,118

その他 572 2

営業外費用合計 2,283 1,178

経常利益 238,699 308,891

特別損失   

事務所移転及び閉鎖費用 ※2  4,077 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,000

特別損失合計 4,077 2,000

税金等調整前四半期純利益 234,622 306,891

法人税、住民税及び事業税 95,316 130,102

法人税等調整額 817 △734

法人税等合計 96,133 129,367

少数株主損益調整前四半期純利益 － 177,523

少数株主利益 2,861 5,915

四半期純利益 135,627 171,608
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 599,050 572,253

売上原価 302,402 294,317

売上総利益 296,647 277,935

販売費及び一般管理費 ※1  176,006 ※1  165,959

営業利益 120,641 111,976

営業外収益   

受取利息 27,372 27,343

その他 1,110 210

営業外収益合計 28,483 27,554

営業外費用   

支払利息 91 4

為替差損 191 21

株式交付費 293 －

その他 1 1

営業外費用合計 577 27

経常利益 148,547 139,502

特別損失   

事務所移転及び閉鎖費用 ※2  1,159 －

特別損失合計 1,159 －

税金等調整前四半期純利益 147,388 139,502

法人税、住民税及び事業税 57,346 64,572

法人税等調整額 △4,364 △5,521

法人税等合計 52,982 59,051

少数株主損益調整前四半期純利益 － 80,451

少数株主利益 7,235 2,990

四半期純利益 87,170 77,460
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 234,622 306,891

減価償却費 53,318 49,667

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） △100 △1,328

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500 △8,250

受取利息及び受取配当金 △55,789 △54,321

支払利息 247 21

株式交付費 1,117 －

固定資産除却損 3,004 －

持分変動によるみなし売却損益 － 1,118

有形固定資産売却損益（△は益） 90 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,000

売上債権の増減額（△は増加） △65,839 △3,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,679 1,043

仕入債務の増減額（△は減少） △7,155 △11,657

未払金の増減額（△は減少） △17,125 △8,762

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,624 △1,188

その他の流動負債の増減額（△は減少） 18,979 4,815

その他 － 212

小計 172,050 284,005

利息及び配当金の受取額 54,902 55,469

利息の支払額 △247 △21

法人税等の支払額 △77,721 △136,951

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,984 202,502

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 △800,000

定期預金の払戻による収入 750,000 750,000

有形固定資産の取得による支出 △7,530 △1,986

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 △26,958 △32,150

投資有価証券の売却による収入 10,000 －

その他 29,109 △338

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,350 △84,475

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 －

少数株主からの払込みによる収入 － 1,327

配当金の支払額 △148,544 △160,114

少数株主への配当金の支払額 － △1,880

リース債務の返済による支出 △1,954 △1,709

財務活動によるキャッシュ・フロー △168,499 △162,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,866 △44,350

現金及び現金同等物の期首残高 1,051,003 1,032,225

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  936,136 ※1  987,874
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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。 

  

（４）注記事項

【継続企業の前提に関する注記】

【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22年４月１日 
至 平成22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 (1) 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益

は、2,000千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始時

（平成22年４月１日）における資産除去債務の計上額は2,394千円であ

ります。 

(2) 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に

係る会計基準』」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26

日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20

年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）を適用しております。 

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。  

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

(四半期連結損益計算書) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

【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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【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22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22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2,313

貯蔵品 千円2,365

仕掛品 千円2,411

貯蔵品 千円3,311

※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 

191,889千円 182,506千円

【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21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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

役員報酬 千円19,076

従業員給与 千円122,013

荷造運賃 千円47,893

支払報酬 千円19,404

賃借料 千円9,047

雑給 千円10,071

※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21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22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

役員報酬 千円9,512

従業員給与 千円62,007

荷造運賃 千円24,275

支払報酬 千円8,721

賃借料 千円4,658

雑給 千円5,062

※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1,157

事務所移転諸費用 千円1
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当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 

平成22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 

   

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 

  

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第２四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

日が当第２四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。   

【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21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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 1,717,043

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

現金及び預金勘定 千円 1,918,709

有価証券 千円 4,569,165

３ヶ月超の定期預金  千円 △1,000,000

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 

    987,874千円 

【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

  
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） 

自己株式                    

普通株式  3,310  －  －  3,310

合計  3,310  －  －  3,310

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  －  128  128  －

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  －  128  2,826  －

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22年５月28日 
取締役会 

普通株式   利益剰余金  160,729  600 平成22年３月31日  平成22年６月４日 
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該当事項はありません。 

   

(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21年７月１日  至 平成21年９月30日) 

  

前第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 

  

（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21年７月１日  至 平成21年９月30日)及び前第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) 

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）  

前第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)及び前第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) 

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。  

  

【株主資本の金額の著しい変動】

【セグメント情報等】

  

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

  

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
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（セグメント情報） 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

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)及び当第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．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、「投資家および消費者主権の確立」に貢献するという理念のもと、中立的・客観的立場から一

般投資家や消費者を含めたユーザに有用な情報を提供することを事業としております。 

当社グループのセグメントは、蓄積した情報を比較・分析・評価し、情報提供をする対象分野に従って区分して

おります。 

（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 

（ウェブサイト評価・情報提供・コンサルティング） 

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 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

報告セグメント  

調整額  

(注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注） 

金融情報評
価・情報提
供・コンサル
ティング 

ウェブサイト
評価・情報提
供・コンサル
ティング 

計 

売上高  

外部顧客に対する売上高 969,155 210,365 1,179,521 － 1,179,521

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 500 500  △500 －

計 969,155 210,865 1,180,021  △500 1,179,521

セグメント利益 238,777 16,187 254,965 － 254,965

  

報告セグメント  

調整額 
 （注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）  

金融情報評
価・情報提
供・コンサル
ティング 

ウェブサイト
評価・情報提
供・コンサル
ティング 

計 

売上高  

外部顧客に対する売上高 466,565 105,687 572,253 － 572,253

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 466,565 105,687 572,253 － 572,253

セグメント利益 101,840 10,135 111,976 - 111,976
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

記載すべき事項はありません  

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません  

     

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）  

記載すべき事項はあません。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22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22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22年７月１日 至 平成22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。 

  

【金融商品関係】

【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】
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当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

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22年７月１日 至平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

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。 

  

【企業結合等関係】

【資産除去債務関係】

【リース取引関係】

【１株当たり情報】

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 25,167.30円 １株当たり純資産額 25,127.04円

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 500.11円 １株当たり四半期純利益金額 640.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 500.04円 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 640.07円

  
前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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）  135,627  171,608

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）  135,627  171,608

１株当たり当期純利益金額の計算に用いられた普

通株式の期中平均株式数（株） 
 271,192  267,882

      

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  △145

（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  △145

普通株式増加数（株）   －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要  

－ 

  

－ 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

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21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 321.43円 １株当たり四半期純利益金額 289.16円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 321.22円 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 288.89円

  
前第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） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22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）  87,170  77,460

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）  87,170  77,460

１株当たり当期純利益金額の計算に用いられた普

通株式の期中平均株式数（株） 
 271,192  267,882

      

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）  △57  △72

（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） 
 △57  △72

普通株式増加数（株）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要  

－ 

  

－ 

  

【重要な後発事象】
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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」

４．四半期財務諸表

（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22年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成22年３月31日) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   1,356,713  1,393,738

２ 売掛金   209,622  183,915

３ 有価証券   3,569,165  3,569,133

４ たな卸資産 ※１ 4,679  5,722

５ 繰延税金資産   13,136    16,301

６ その他   27,142    29,304

７ 貸倒引当金   △3,025    △4,353

流動資産合計   5,177,434  5,193,762

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※２ 35,737  42,263

２ 無形固定資産    

(1) のれん   122,246 125,932

(2) その他   223,144  232,915

無形固定資産合計   345,390    358,847

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   70,884    71,107

(2) 関係会社株式   407,732    407,732

(3) 繰延税金資産   3,032  2,045

(4) その他   191,752    194,540

投資その他の資産合計   673,402  675,425

固定資産合計   1,054,529 1,076,536

資産合計   6,231,963 6,270,299
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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22年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成22年３月31日) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

１ 買掛金   35,192    41,492

２ 未払金   63,787    69,317

３ 未払法人税等   100,988  123,281

４ 未払消費税等   13,024    13,444

５ 役員賞与引当金    － 8,250

６ その他   16,536  12,764

流動負債合計   229,528    268,549

Ⅱ 固定負債    

１ 資産除去債務   2,418    －

固定負債合計   2,418    －

負債合計   231,947  268,549

(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   1,207,462    1,209,101

利益剰余金合計   1,207,462    1,209,101

４ 自己株式    △121,812  △121,812

株主資本合計   6,000,368    6,002,006

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   △351    △257

評価・換算差額等合計   △351    △257

純資産合計   6,000,016  6,001,749

負債純資産合計   6,231,963    6,270,299
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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） 

  

  

（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21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

至 平成21年９月30日) 至 平成22年９月30日) 

Ⅰ 売上高    933,388   925,193

Ⅱ 売上原価    468,467 439,239

売上総利益    464,920 485,953

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  301,547 275,308

営業利益    163,373 210,645

Ⅳ 営業外収益 ※２  60,421 58,472

Ⅴ 営業外費用 ※３  1,165 58

経常利益    222,629 269,059

Ⅵ 特別損失 ※４  2,919 2,000

税引前四半期純利益    219,710 267,059

法人税、住民税及び事業税    86,309  105,726

法人税等調整額    641 86,951  2,242 107,968

四半期純利益    132,758 159,090

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21年７月１日 (自 平成22年７月１日 

至 平成21年９月30日) 至 平成22年９月30日) 

Ⅰ 売上高    460,215 444,495

Ⅱ 売上原価    225,826 218,057

売上総利益    234,388 226,438

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  144,811 139,018

営業利益    89,577 87,420

Ⅳ 営業外収益 ※２  22,612 21,662

Ⅴ 営業外費用 ※３  282 25

経常利益    111,907 109,057

Ⅵ 特別損失 ※４  1 －

税引前四半期純利益    111,906 109,057

法人税、住民税及び事業税    51,188  50,294

法人税等調整額    △3,817  47,370  △4,084 46,210

四半期純利益    64,535 62,846
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）注記事項

【重要な会計方針の変更】

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期累計期間の税金等調整前四半期純利益は、2,000千円減少しております。また、当

会計基準等の適用開始時（平成22年４月１日）における資産除去債務の計上額は2,394千円であります。 

【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】

【四半期貸借対照表関係】

当第２四半期会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前事業年度末 
（平成22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2,313

貯蔵品 千円2,365

仕掛品 千円2,411

貯蔵品 千円3,311

※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 

185,330千円 176,199千円
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 ① 四半期累計期間 

  

 ② 四半期会計期間 

【四半期損益計算書関係】

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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

役員報酬 千円16,870

従業員給与 千円103,050

雑給 千円10,071

販売手数料 千円9,938

荷造運賃 千円47,853

支払報酬 千円12,405

※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

受取利息 千円2,268

有価証券利息 千円40,399

受取配当金 千円15,021

雑収入 千円783

※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247

為替差損 千円346

雑損失 千円571

支払利息 千円21

為替差損 千円35

雑損失 千円1

※４ 特別損失の主な内訳 

事務所移転諸費用 千円2,919

※４ 特別損失の主な内訳 

資産除去債務会計基準の適用

に伴う影響額 

千円2,000

前第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） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22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

役員報酬 千円8,435

従業員給与 千円52,665

雑給 千円5,062

業務委託費 千円7,388

荷造運賃 千円24,248

支払報酬 千円5,857

※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1,175

有価証券利息 千円20,325

雑収入 千円1,110

受取利息 千円1,143

有価証券利息 千円20,309

雑収入 千円210

※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91

為替差損 千円191

支払利息 千円4

為替差損 千円21

※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22年９月30日） 

前会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 22,397.98円 １株当たり純資産額 22,404.45円

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 489.54円 １株当たり四半期純利益金額 593.88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21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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）  132,758  159,090

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）  132,758  159,090

１株当たり当期純利益金額の計算に用いられた普

通株式の期中平均株式数（株） 
 271,192   267,882

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21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 237.97円 １株当たり四半期純利益金額 234.61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21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22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）   64,535   62,846

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）  64,535  62,846

期中平均株式数（株）  271,192  267,882

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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