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1.  平成23年12月期第1四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 

 

(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 ％

23年12月期第1四半期 1,106 20.5 174 0.7 177 1.6 93 △9.5

22年12月期第1四半期 918 27.5 173 122.2 175 116.6 103 122.9

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12月期第1四半期 30.43 30.27
22年12月期第1四半期 32.35 31.79

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12月期第1四半期 2,165 1,546 71.3 506.76
22年12月期 2,229 1,482 66.4 484.04

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  1,544百万円 22年12月期  1,480百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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12月期 ― 2.00 ― 3.50 5.50
23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

2,047 26.2 184 △10.7 188 △10.0 101 △17.6 32.87

通期 4,300 23.4 445 10.1 451 10.6 249 12.6 81.35



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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 
   の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5 「2.その他の情報」をご覧ください。）

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12月期1Q  3,212,300株 22年12月期  3,197,500株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  166,000株 22年12月期  140,500株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  3,202,318株 22年12月期1Q  3,178,100株

※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しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   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。 
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当社の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事

項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

  

当社の当第１四半期会計期間の業績は、下表のとおり、売上高は増収を確保、営業利益及び経常利益

は増益、四半期純利益は減益となりました。 

(単位：千円) 

 
  

当第１四半期会計期間においては、前事業年度までに強化・拡充を図ってまいりましたワンストップ

サービス（付加価値の高い集計・分析・レポート作成といった実査以外のサービス、グループインタビ

ュー・会場調査などの周辺サービス等）の提供や、企画提案型営業の推進を積極的に行ってまいりまし

た。その結果、新規顧客の開拓が順調に進むとともに、既存顧客への深耕により案件数が増加いたしま

した。 

その結果、当第１四半期会計期間における売上高は、1,105,746千円（前年同四半期比20.5％増）と

なりました。 

当第１四半期会計期間においては、業容拡大に伴う増員による人件費、設備投資による減価償却費な

ど、中期的な成長を促すための各種経費は増加いたしましたが、前事業年度に引き続きコスト削減の積

極的な取り組みや、売上高の増加により、営業利益は174,292千円（同0.7％増）となりました。 

当第１四半期会計期間においては、営業利益の増加、補助金収入や有価証券利息などの発生により、

経常利益は177,368千円（同1.6％増）となりました。 

資産除去債務会計基準の適用に伴う特別損失を計上、また、税効果会計適用後の法人税等の負担率は

44.1％となり、四半期純利益は93,013千円（同9.5％減）となりました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

 業績の状況

前第１四半期会計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

増減額 
(増減率)

売上高 917,729 1,105,746
+188,017 
(+20.5％)

営業利益 173,117 174,292
+1,176 

(+0.7％)

経常利益 174,510 177,368
+2,858 

(+1.6％)

四半期純利益 102,812 93,013
△9,799 

(△9.5％)

(売上高)

(営業利益)

(経常利益)

(四半期純利益)
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当第１四半期会計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が1,432,624千円(対前事業年度

末比39,493千円減)となりました。これは主に、売掛金が増加したこと、有価証券が減少したことに

よるものであります。主な項目としては、現金及び預金が393,200千円、売掛金が659,289千円、有価

証券が201,243千円となっております。固定資産は732,156千円(同24,956千円減)となりました。主な

項目としては、ソフトウェアが193,262千円、ソウトウェア仮勘定が130,260千円、投資有価証券が

123,729千円、関係会社株式が100,303千円となっております。その結果、総資産は2,164,780千円(同

64,450千円減)となりました。 

負債については、流動負債が600,364千円(同146,479千円減)となりました。これは主に、未払法人

税等が減少したことによるものであります。主な項目としては、買掛金が388,348千円となっており

ます。固定負債は18,488千円(同18,488千円増)となりました。これは資産除去債務を計上したことに

よるものであります。その結果、負債は618,852千円(同127,991千円減)となりました。 

純資産は1,545,928千円(同63,541千円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が 

1,153,650千円となっております。 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ155,881千円減少

し、393,200千円となりました。当第１四半期会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。 

営業活動による資金の減少は91,835千円となりました。主な要因は、法人税等の支払額173,603千

円、売上債権の増加107,406千円、その他の流動負債の減少54,723千円の減少要因があった一方で、

税引前四半期純利益166,502千円の計上、減価償却費35,274千円の計上、仕入債務の増加30,057千円

による増加要因があったことによるものであります。 

投資活動による資金の減少は37,574千円となりました。主な要因は、有価証券の取得101,149千

円、無形固定資産の取得37,329千円の支出があったこと、有価証券の売却による収入100,000千円が

あったことによります。 

財務活動による資金の減少は26,472千円となりました。主な要因は、自己株式の取得21,009千円、

配当金の支払7,683千円の支出があったことによります。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報

① 財政状態

② キャッシュ・フローの状況

(営業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)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
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当第１四半期累計期間の業績は、上記のとおり、売上高の増加を中心に順調に推移しておりますが、

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季節要因があります。

また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、当社への人的・物的被害はありませんでしたが、

原発事故の行方や電力使用制限の実施など、国内経済に与える影響が大きくかつ先行きの情勢を見極め

ることが非常に困難な状況が継続しておりますが、本年２月10日に公表しました業績予想に変更はござ

いません。 

当社の業績予想は、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き、季

節要因等を反映して作成しております。今後、業績予想に修正が見込まれる場合には、適切に開示して

まいります。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

②四半期財務諸表に特有の会計処理 

 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 

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、営業利益及び経常利益は655千円、税引前四半期純利益は10,004千円それぞれ減少し

ております。また、当会計基準適用開始による資産除去債務の変動額は18,423千円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 会計処理基準に関する事項の変更

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 393,200 349,081

受取手形 58,808 29,547

売掛金 659,289 581,144

有価証券 201,243 400,508

仕掛品 36,549 44,642

貯蔵品 1,360 1,628

前払費用 27,628 18,384

繰延税金資産 14,552 36,446

その他 40,448 11,108

貸倒引当金 △453 △370

流動資産合計 1,432,624 1,472,117

固定資産

有形固定資産

建物 48,104 30,669

減価償却累計額 △23,089 △13,356

建物（純額） 25,015 17,313

工具、器具及び備品 147,085 177,413

減価償却累計額 △104,839 △98,227

工具、器具及び備品（純額） 42,247 79,186

有形固定資産合計 67,262 96,500

無形固定資産

商標権 400 416

ソフトウエア 193,262 193,250

ソフトウエア仮勘定 130,260 133,005

無形固定資産合計 323,922 326,671

投資その他の資産

投資有価証券 123,729 154,105

関係会社株式 100,303 70,000

敷金 82,820 82,820

繰延税金資産 34,120 27,016

その他 431 431

貸倒引当金 △431 △431

投資その他の資産合計 340,972 333,941

固定資産合計 732,156 757,112

資産合計 2,164,780 2,229,229
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 388,348 358,291

短期借入金 8,000 8,000

未払金 56,691 111,145

未払費用 31,469 43,336

未払法人税等 65,785 182,556

未払消費税等 26,556 29,622

その他 23,515 13,893

流動負債合計 600,364 746,843

固定負債

資産除去債務 18,488 －

固定負債合計 18,488 －

負債合計 618,852 746,843

純資産の部

株主資本

資本金 268,459 267,112

資本剰余金

資本準備金 218,459 217,112

資本剰余金合計 218,459 217,112

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,153,650 1,071,337

利益剰余金合計 1,153,650 1,071,337

自己株式 △96,895 △75,886

株主資本合計 1,543,673 1,479,674

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 58 41

評価・換算差額等合計 58 41

新株予約権 2,197 2,671

純資産合計 1,545,928 1,482,387

負債純資産合計 2,164,780 2,229,229
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(2) 四半期損益計算書

 【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
（自 平成22年１月１日
 至 平成22年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31日）

売上高 917,729 1,105,746

売上原価 538,921 690,713

売上総利益 378,808 415,033

販売費及び一般管理費 205,691 240,741

営業利益 173,117 174,292

営業外収益

受取利息及び配当金 129 62

有価証券利息 431 858

業務受託料 600 600

補助金収入 － 2,241

その他 233 5

営業外収益合計 1,393 3,766

営業外費用

支払利息 － 39

自己株式取得費用 － 632

その他 － 20

営業外費用合計 － 691

経常利益 174,510 177,368

特別損失

固定資産除却損 89 1,517

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,349

特別損失合計 89 10,866

税引前四半期純利益 174,420 166,502

法人税、住民税及び事業税 71,219 58,711

法人税等調整額 389 14,779

法人税等合計 71,608 73,489

四半期純利益 102,812 93,013
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
（自 平成22年１月１日
 至 平成22年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31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 174,420 166,502

減価償却費 23,312 35,274

貸倒引当金の増減額（△は減少） 230 82

受取利息及び受取配当金 △560 △920

支払利息 － 39

固定資産除却損 89 1,517

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,349

売上債権の増減額（△は増加） △77,293 △107,406

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,664 8,361

仕入債務の増減額（△は減少） 61,330 30,057

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,727 △7,637

その他の流動負債の増減額（△は減少） △39,428 △54,723

小計 133,709 80,496

利息及び配当金の受取額 516 1,312

利息の支払額 － △39

法人税等の支払額 △65,197 △173,603

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,028 △91,835

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 10,000 －

有価証券の取得による支出 △100,612 △101,149

有価証券の売却による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △30,394 △96

無形固定資産の取得による支出 △35,084 △37,329

貸付金の回収による収入 3,000 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,090 △37,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 2,220

自己株式の取得による支出 － △21,009

配当金の支払額 － △7,683

財務活動によるキャッシュ・フロー － △26,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △84,062 △155,881

現金及び現金同等物の期首残高 831,226 549,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 747,164 393,200
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

当第１四半期会計期間より「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。 

  

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) セグメント情報

(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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