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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 520 24.1 △71 ― △57 ― △65 ―

22年３月期第２四半期 419 △26.1 △61 ― △62 ― △66 ―

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 △1,881 03 ―

22年３月期第２四半期 △1,902 29 ―

 (2) 連結財政状態

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 393 183 44.2 4,994 51

22年３月期 447 239 53.4 6,875 54

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 173百万円 22年３月期 239百万円

2. 配当の状況

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 ― 0 00 0 00

23年３月期 ― 0 00

23年３月期(予想) ― 0 00 0 00

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、通期は対前期増減率)

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 991 13.9 7 ― 5 ― 1 ― 30 41



 

  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、当社が現在入手している情報及び合理的

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.５「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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 34,800株 22年３月期 34,800株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ ―株 22年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 34,800株 22年３月期２Ｑ 34,800株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向け輸出の増加等により、企業収益に一部

回復の兆しが見られるものの、円高の進行や株価低迷など依然として先行きの不透明な状況にありま

す。 

 このような経営環境におきまして、当社グループでは、株式会社バルクにおけるホームページ

（http://www.vlcank.com/）の全面リニューアルに付随したプロモーション活動、苦情対応に関する新

規コンサルティングサービスの体制構築、平成22年５月17日に子会社化した株式会社ヴィオとのシナジ

ー効果の体制確立に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は520,595千円（前期比24.1％増）、営業損失は

71,752千円（前年同期61,986千円の損失）、経常損失は57,074千円（前年同期62,249千円の損失）、四

半期純損失は65,459千円（前年同期66,199千円の損失）となりました。 

※前第２四半期連結累計期間は株式会社ヴィオを含めていない数値となっておりますので、ご留意くだ

さい。 

（参考）当第２四半期連結累計期間の株式会社ヴィオの実績 

 
  

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

なお、セグメントの事業区分については、従来は「コンサルティング事業」「マーケティングリサー

チ事業」の２つの事業区分としていましたが、新会計基準の適用によりマネジメント・アプローチを採

用したことや株式会社ヴィオの子会社化、特定の既存サービスが重要性を増していることに伴い、第１

四半期連結会計期間から「コンサルティング事業」「マーケティングリサーチ事業」「情報デジタルサ

ービス事業」「ＩＴ事業」の４つの事業区分に変更しております。 

（コンサルティング事業） 

情報セキュリティコンサルティング分野および内部統制コンサルティング分野は、企業を取り巻く環

境の変化に合わせた再構築支援の問合せや株式会社バルクがホームページを全面リニューアルしたこと

に付随したプロモーション活動への問合せが増加したものの、景気の影響からコンサルティングの導入

に慎重になる企業が多く、計画を下回る売上高となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は69,258千円となりました。 

注記：事業戦略コンサルティング分野は、マーケティングリサーチ事業の事業区分に移動しておりま

す。また、ＩＴソリューション事業は、ＩＴ事業の事業区分に移動しております。 

（マーケティングリサーチ事業） 

インターネットリサーチ分野は、景気の動向と密接な関係にあり、一部の業界の企業収益の回復に伴

い、受注件数が緩やかに回復し、概ね計画どおりの売上高となりました。 

 調査分析および事業戦略コンサルティング分野は、中国・インド市場進出に関する調査等への問合せ

や顧問契約型の新規案件の獲得が増加したものの、受注までに比較的長期の期間を要し、計画を下回る

売上高となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

千円 千円 千円 千円

当第２四半期累計期間 77,173 △13,560 138 △2,899
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以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は138,471千円となりました。 

注記：データベース構築支援および図書館支援事業は、情報デジタルサービス事業の事業区分に移動し

ております。 

（情報デジタルサービス事業） 

データベース構築支援および図書館支援事業は、営業活動を強化し、引き続き安定した受注活動を実

施したことにより、計画を上回る売上高となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は229,842千円となりました。 

（ＩＴ事業） 

ＩＴ事業は、平成22年５月17日に子会社化した株式会社ヴィオは安定した受注活動により概ね計画ど

おりの売上高となりました。しかし、株式会社バルクのＩＴソリューション事業は、システム開発支援

ツール「ＧｅｎｅＸｕｓ」のセミナー参加や携帯電話を活用したモバイルソリューションサービスへの

問合せが継続してあるものの、ＩＴ投資に慎重になる企業が多く、計画を下回る売上高となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は83,023千円となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて61,438千円減少し、317,933千円となりました。これは、受

取手形及び売掛金が21,629千円増加したものの、現金及び預金が73,816千円、有価証券が19,966千円減

少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7,053千円増加し、75,647千円となりました。これは、のれ

んが3,399千円、敷金及び保証金が2,672千円増加したことなどによります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,218千円増加し、157,464千円となりました。これは、その

他に含まれている前受金が10,200千円減少したものの、未払費用が12,231千円増加したことなどにより

ます。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて367千円増加し、52,819千円となりました。これは、長期借

入金が2,220千円減少したものの、その他に含まれている長期未払金が4,536千円増加したことなどによ

ります。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて55,971千円減少し、183,297千円となりました。これは、

主として利益剰余金が65,459千円減少したことによります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、現時点においては平成22年５月14日に公表いたしました業績予想から変更

はありません。 

 なお、当第２四半期の業績につきましては、下記のとおりであります。 

 
※当第２四半期（予想）は株式会社ヴィオを含めていない数値となっておりますので、ご留意くださ

い。 

（参考）当第２四半期連結累計期間の株式会社ヴィオの実績 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第２四半期 当第２四半期 増減

（実績） （予想） 比較増減 増減率

（千円） （千円） （千円） （％）

 コンサルティング事業 69,258 74,570 △5,311 △7.1

 マーケティングリサーチ事業 138,471 138,500 △28 △0.0

 情報デジタルサービス事業 229,842 225,758 4,084 1.8

 ＩＴ事業 83,023 19,800 63,223 319.3

 売上高 520,595 458,628 61,967 13.5

 営業利益 △71,752 △40,068 △31,684 ―

 経常利益 △57,074 △40,799 △16,274 ―

 四半期純利益 △65,459 △41,279 △24,180 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

千円 千円 千円 千円

当第２四半期累計期間 77,173 △13,560 138 △2,899
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

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営業損失及び経常損失は395千円増加し、税金等調整前四

半期純損失は3,436千円増加しております。 

  

当社グループは、前連結会計年度において119,080千円の営業損失および73,779千円のマイナスの営

業活動によるキャッシュ・フローを計上し、３期連続の営業損失およびマイナスの営業活動によるキャ

ッシュ・フローとなり、また、当第２四半期連結累計期間におきましても71,752千円の営業損失および

110,953千円のマイナスの営業活動によるキャッシュ・フローを計上しており、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象が存在しております。 

当社グループに係る財務の健全性に悪影響を及ぼしている要因として、コンサルティング事業および

ＩＴ事業において経費を上回る販売実績を達成できなかったことなどによるものであります。 

 なお、当社グループは、当該営業活動によるキャッシュ・フローの減少を最小限に抑えるべく、以下

の施策を実施してまいります。 

a．既存事業の強化 

コンサルティング事業およびマーケティングリサーチ事業を手掛ける株式会社バルク（連結子会社）

は、新商品開発の検討・営業力の強化の一環として、Ｗｅｂ戦略の見直しやシナジー効果が期待できる

企業との業務提携を進めております。また、コンサルティング事業の新商品として、苦情対応マネジメ

ントシステムの構築支援を11月から展開してまいります。 

 データベース構築支援および図書館支援事業を手掛ける日本データベース開発株式会社（連結子会

社）につきましては、現在、図書館支援事業が好調なこともあり、受注の安定化を図りつつ、コンテン

ツ事業の拡大を図るためにシナジー効果を期待できる企業との業務提携を検討しております。また、新

規事業として、Ｗｅｂビジネスの展開を検討しております。 

 事業戦略コンサルティングを手掛ける株式会社アトラス・コンサルティング（連結子会社）につきま

しては、国内に特化したマーケティングリサーチを活かした事業戦略を行っておりますが、中国市場進

出を図る企業に向けた調査・コンサルティングの引合いが増加傾向にあるため、中国および中国以外の

国での調査・コンサルティングが可能な企業との業務提携を進めております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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ＩＴ事業を手掛ける株式会社バルクおよび株式会社ヴィオ（連結子会社）につきましては、株式会社

ヴィオの開発力と株式会社バルクの営業力による最適なシナジー効果が発揮される体制の構築および新

商品のモバイルソリューションサービスを始めとした商品開発に取り組んでおります。 

b．事業経費の削減 

事業規模に見合った固定費および適正な人員構成とするために、本社事務所の移転による賃料削減、

役員報酬の削減、従業員の成果主義を徹底した報酬体系への見直し等により固定費の圧縮に取り組み、

また、原価費用の内製化を進めて収益率の向上に取り組んでまいります。 

以上の施策により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断

しております。 
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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 77,631 151,448

受取手形及び売掛金 117,715 96,086

有価証券 83,014 102,980

商品及び製品 1,312 1,435

仕掛品 8,202 10,593

原材料及び貯蔵品 872 792

その他 30,938 19,310

貸倒引当金 △1,753 △3,274

流動資産合計 317,933 379,371

固定資産

有形固定資産 2,821 598

無形固定資産

のれん 5,733 2,333

ソフトウエア 8,709 10,085

その他 1,147 1,147

無形固定資産合計 15,590 13,566

投資その他の資産

敷金及び保証金 50,134 47,462

その他 7,100 6,966

投資その他の資産合計 57,235 54,428

固定資産合計 75,647 68,594

資産合計 393,580 447,965

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,264 19,331

1年内返済予定の長期借入金 4,440 4,440

未払法人税等 1,109 4,131

賞与引当金 13,786 4,775

ポイント引当金 35,360 35,089

その他 85,503 88,477

流動負債合計 157,464 156,245

固定負債

長期借入金 29,240 31,460

退職給付引当金 18,259 17,492

その他 5,319 3,499

固定負債合計 52,819 52,451

負債合計 210,283 208,697

純資産の部

株主資本

資本金 514,451 514,451

資本剰余金 459,310 459,310

利益剰余金 △799,952 △734,492

株主資本合計 173,809 239,268

少数株主持分 9,487 －

純資産合計 183,297 239,268

負債純資産合計 393,580 447,965
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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 419,539 520,595

売上原価 259,016 373,489

売上総利益 160,522 147,106

販売費及び一般管理費 222,508 218,858

営業損失（△） △61,986 △71,752

営業外収益

受取利息 125 198

助成金収入 － 13,698

雑収入 446 －

その他 － 1,378

営業外収益合計 572 15,275

営業外費用

支払利息 399 547

雑損失 213 －

その他 222 49

営業外費用合計 836 597

経常損失（△） △62,249 △57,074

特別損失

リース解約損 － 1,549

本社移転費用 － 2,968

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,040

その他 － 1,784

特別損失合計 － 9,342

税金等調整前四半期純損失（△） △62,249 △66,417

法人税、住民税及び事業税 3,202 560

法人税等調整額 746 △131

法人税等合計 3,949 428

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △66,846

少数株主損失（△） － △1,386

四半期純損失（△） △66,199 △65,459
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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 208,521 254,642

売上原価 127,236 188,275

売上総利益 81,284 66,366

販売費及び一般管理費 109,355 102,959

営業損失（△） △28,071 △36,592

営業外収益

受取利息 69 37

助成金収入 － 4,639

雑収入 250 －

その他 － 955

営業外収益合計 319 5,632

営業外費用

支払利息 197 204

その他 98 32

営業外費用合計 296 236

経常損失（△） △28,047 △31,196

特別損失

リース解約損 － △410

本社移転費用 － △129

その他 － 573

特別損失合計 － 32

税金等調整前四半期純損失（△） △28,047 △31,229

法人税、住民税及び事業税 2,221 285

法人税等調整額 △77 △1,351

法人税等合計 2,143 △1,066

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △30,163

少数株主損失（△） － △933

四半期純損失（△） △30,191 △29,230
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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損失（△） △62,249 △66,417

減価償却費 6,875 2,006

のれん償却額 － 581

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,436

貸倒引当金の増減額（△は減少） 980 △223

ポイント引当金の増減額（△は減少） △2,892 271

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,130 767

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,185 △3,516

受取利息及び受取配当金 △125 △198

支払利息 399 547

為替差損益（△は益） － 49

売上債権の増減額（△は増加） 16,504 △8,150

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,323 2,433

未収入金の増減額（△は増加） △641 △4,932

長期未収入金の増減額（△は増加） △944 △1,417

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,805 △1,368

仕入債務の増減額（△は減少） △7,481 △2,066

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,709 △8,530

未払費用の増減額（△は減少） 6,050 △4,690

その他 △23,880 △18,119

小計 △55,900 △109,537

利息及び配当金の受取額 134 14

利息の支払額 △399 △413

法人税等の支払額 △10,466 △1,016

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,632 △110,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 12,596

有形固定資産の取得による支出 － △2,376

無形固定資産の取得による支出 △130 －

貸付けによる支出 △500 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 11,314

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,310

その他 9 △834

投資活動によるキャッシュ・フロー △620 19,389

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 △1,998 △2,220

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,998 △2,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,250 △93,783

現金及び現金同等物の期首残高 331,038 254,428

現金及び現金同等物の四半期末残高 261,788 160,645
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該当事項はありません。 

  

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 事業区分の方法 

   事業は役務の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 ２ 各区分に属する主要な役務 

 
  

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

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。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

コンサルティング
事業 

(千円)

マーケティング 
リサーチ事業 

(千円)
計(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

98,242 321,296 419,539 ― 419,539

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 3,700 3,700 (3,700) ―

計 98,242 324,996 423,239 (3,700) 419,539

営業利益又は 
営業損失（△）

△17,867 25,380 7,512 (69,498) △61,986

 コンサルティング事業…………… プライバシーマーク認定取得コンサルティング、ISO27001認証取得コ

ンサルティング、内部統制構築支援、事業戦略コンサルティング、経

営革新システムコンサルティング

 マーケティングリサーチ事業…… 各種マーケティングリサーチ、ユーザーニーズ調査、データベース開

発事業等

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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当社グループは、各事業別に包括的な戦略を立案して事業活動を展開しております。従って、当社グル

ープは「コンサルティング事業」「マーケティングリサーチ事業」「情報デジタルサービス事業」及び

「ＩＴ事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「コンサルティング事業」は、情報セキュリティコンサルティング及び内部統制コンサルティングを行

っております。「マーケティングリサーチ事業」は、インターネットリサーチ及び事業戦略コンサルティ

ングを行っております。「情報デジタルサービス事業」は、データベース構築支援及び図書館支援事業を

行っております。「ＩＴ事業」は、ＩＴソリューション事業を行っております。 

  

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) 

 
  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

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) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

コンサルティン
グ事業

マーケティング
リサーチ事業

情報デジタルサ
ービス事業

ＩＴ事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 69,258 138,471 229,842 83,023 520,595

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 69,258 138,471 229,842 83,023 520,595

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

15,800 21,606 △13,582 △27,503 △3,680

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △3,680

全社費用(注) △68,072

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △71,752

(6) 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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