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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 7,435 △6.4 130 △84.0 109 △86.5 50 △88.3

23年3月期第1四半期 7,940 7.6 817 56.8 806 60.9 434 97.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 62百万円 （△85.6％） 23年3月期第1四半期 430百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 5.06 ―

23年3月期第1四半期 43.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 24,017 13,316 55.4
23年3月期 24,660 13,757 55.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,311百万円 23年3月期  13,751百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 50.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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) 16,600 △2.6 715 △54.6 690 △55.2 361 △57.4 35.94
通期 38,262 4.7 3,163 △8.7 3,149 △8.4 1,659 △13.4 165.04



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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。 

※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 
資料P3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 10,404,000 株 23年3月期 10,404,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 347,431 株 23年3月期 347,431 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,056,569 株 23年3月期1Q 10,056,790 株
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※ 当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催しています。開

催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

○添付資料の目次
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災により、こ

れまで緩やかな回復基調にあった経済活動は一気に収縮し、景況感は大幅に悪化しました。また福島第

一原子力発電所事故の収束が見えないなか、電力供給問題や環境問題も経済の先行きに影を投げかけ、

厳しい経営環境下でのスタートとなりました。 

 こうした状況の下、当社グループの当第１四半期の連結業績は、売上高7,435百万円（前年同期比

6.4%減）、営業利益130百万円（同84.0%減）、経常利益109百万円（同86.5%減）、四半期純利益50百万

円（同88.3%減）となりました。  

  

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、各商品とも堅調に推移し売上高はほぼ前年並みを確保いたしましたが、昨年の７

月より開始したSCI-personalへの開発投資により、前年同期に対して費用増となっております。 

 カスタムリサーチ分野は、企業マインドの回復により６月単月の売上高は増加に転じましたが、震災

の影響による経済環境の悪化を受けた４月、５月の減収が響き、当第１四半期は減収減益となりまし

た。 

 この結果、市場調査・コンサルティング事業の売上高は5,152百万円（前年同期比2.1％減）、営業利

益は157百万円（同71.4％減）となりました。 

  

 ② システムソリューション事業  

 システムソリョーション事業は、震災の影響を受け当社の主力領域である旅行業界での売上高の減少

が響き減収減益となりました。 

  この結果、システムソリューション事業の売上高は1,011百万円(前年同期比8.1%減)、営業損失は41

百万円(前年同期の営業損失は9百万円)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、モニタリング業務は堅調に推移しましたが、データマネ

ジメント・解析業務において新規業務の受注が低調だったことにより、減収減益となりました。 

  この結果、医薬品開発支援事業の売上高は1,271百万円(前年同期比19.3%減)、営業利益は15百万円

(同94.5%減)となりました。  

  

１．当四半期決算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
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（資産）  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ524百万円減少し、13,946百万円となりました。これは、現

金及び預金が1,234百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が2,566百万円減少したことなどによ

るものです。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、10,070百万円となりました。これは、有

形固定資産が52百万円、無形固定資産が65百万円減少したことなどによるものです。  

 この結果、総資産は643百万円減少し、24,017百万円となりました。  

 （負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ248百万円減少し、5,859百万円となりました。これは、その

他流動負債が1,443百万円増加しましたが、未払法人税等が985百万円、賞与引当金が656百万円減少

したことなどによるものです。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ46百万円増加し、4,841百万円となりました。これは、その

他固定負債が52百万円減少しましたが、長期借入金が80百万円増加したことなどによるものです。  

 この結果、負債合計は202百万円減少し、10,700百万円となりました。  

 （純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ440百万円減少し、13,316百万円となりました。これは、

四半期純利益の計上により50百万円増加しましたが、前期決算に係る配当金502百万円の支払いによ

り減少したことなどによるものです。  

  

当第２四半期累計期間の業績につきましては、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難なこと

から未定としておりましたが、 近の状況および業績の動向を踏まえ、業績予想を公表することといた

しました。概要につきましては、本日公表いたしました「平成24年３月期 第２四半期連結累計期間に

おける業績予想の公表に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 また、通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月11日付「平成23年３月期決算短信〔日本基

準〕（連結）」で発表いたしました業績予想を据え置くことといたします。 

なお、業績予想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作成したものであります。実

際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,337,216 5,571,481

受取手形及び売掛金 7,462,074 4,895,407

仕掛品 1,336,074 2,018,524

貯蔵品 30,760 31,959

繰延税金資産 971,606 919,486

その他 338,011 514,208

貸倒引当金 △4,699 △4,699

流動資産合計 14,471,043 13,946,367

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,037,271 2,052,333

器具備品（純額） 439,110 416,331

土地 1,998,156 1,998,156

リース資産（純額） 755,995 711,175

その他（純額） 91 83

建設仮勘定 305 750

有形固定資産合計 5,230,930 5,178,831

無形固定資産

のれん 1,022,324 933,999

その他 1,326,641 1,349,927

無形固定資産合計 2,348,965 2,283,926

投資その他の資産

投資有価証券 233,092 234,976

繰延税金資産 1,096,469 1,113,638

その他 1,279,627 1,259,325

投資その他の資産合計 2,609,190 2,607,941

固定資産合計 10,189,086 10,070,699

資産合計 24,660,129 24,017,066
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,587,783 1,431,803

短期借入金 183,512 257,989

未払法人税等 1,046,059 60,139

賞与引当金 1,367,878 711,747

ポイント引当金 278,152 325,714

役員賞与引当金 21,500 5,900

その他 1,622,736 3,065,867

流動負債合計 6,107,622 5,859,161

固定負債

長期借入金 2,000,000 2,080,000

退職給付引当金 2,201,701 2,220,074

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 564,733 512,582

固定負債合計 4,795,434 4,841,657

負債合計 10,903,057 10,700,819

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 11,302,819 10,850,843

自己株式 △532,923 △532,923

株主資本合計 13,787,984 13,336,007

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,552 10,198

為替換算調整勘定 △46,268 △34,516

その他の包括利益累計額合計 △36,716 △24,318

少数株主持分 5,804 4,557

純資産合計 13,757,072 13,316,246

負債純資産合計 24,660,129 24,017,066
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 7,940,695 7,435,861

売上原価 5,405,563 5,293,116

売上総利益 2,535,132 2,142,745

販売費及び一般管理費 1,717,649 2,011,779

営業利益 817,482 130,965

営業外収益

受取利息 248 301

受取配当金 2,678 2,976

その他 6,254 7,014

営業外収益合計 9,181 10,292

営業外費用

支払利息 9,968 11,034

為替差損 5,879 9,026

リース解約損 － 6,965

その他 4,414 5,059

営業外費用合計 20,261 32,085

経常利益 806,402 109,172

特別利益

貸倒引当金戻入額 261 －

株式割当益 10,304 －

特別利益合計 10,565 －

特別損失

移転関連費用 － 20,050

退職給付制度改定損 12,634 －

投資有価証券評価損 1,123 －

特別損失合計 13,758 20,050

税金等調整前四半期純利益 803,209 89,122

法人税、住民税及び事業税 159,878 5,288

法人税等調整額 210,407 34,508

法人税等合計 370,286 39,797

少数株主損益調整前四半期純利益 432,922 49,325

少数株主損失（△） △1,276 △1,526

四半期純利益 434,199 50,852
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 432,922 49,325

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,973 646

為替換算調整勘定 1,490 12,031

その他の包括利益合計 △2,483 12,677

四半期包括利益 430,439 62,002

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 431,628 63,250

少数株主に係る四半期包括利益 △1,188 △1,247

- 8 -



当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を

適用しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日 至  平成22年６月30日) 

１. 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 

                                （単位：千円）     

 
(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

                                （単位：千円） 

 
(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント

合計
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

 売上高

  外部顧客への売上高 5,264,038 1,100,847 1,575,809 7,940,695

  セグメント間の内   
  部売上高又は振替高

― ― ― ―

計 5,264,038 1,100,847 1,575,809 7,940,695

  セグメント利益又は 
  損失(△)

548,959 △9,254 277,778 817,482

報告セグメント

合計
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

 売上高

  外部顧客への売上高 5,152,965 1,011,224 1,271,671 7,435,861

  セグメント間の内   
  部売上高又は振替高

― ― ― ―

計 5,152,965 1,011,224 1,271,671 7,435,861

  セグメント利益又は 
  損失(△)

157,138 △41,552 15,380 130,965

（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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