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(百万円未満四捨五入)

1. 平成23年12月期第２四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日）

 (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２四半期 1,915 18.0 196 △5.1 200 △4.2 107 △12.2
22年12月期第２四半期 1,623 24.6 206 125.7 209 117.8 122 121.3

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２四半期 34 98 34 33

22年12月期第２四半期 38 36 37 64

 (2) 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12月期第２四半期 2,062 1,562 75.7 509 53

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２四半期 1,561百万円 22年12月期 1,480百万円

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12月期 ―  2 00 ― 3 50 5 50

23年12月期 ― 3 50

23年12月期(予想) ― 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、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 4,300 23.4 445 10.1 451 10.6 249 12.6 81 35

guest_gs
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(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。 

 
(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） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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報告書のレビュー手続を実施してい

ます。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の詳細に関する記述は、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。 

  なお、平成23年12月期第３四半期から連結となります。 

  

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

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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12月期2Ｑ 3,229,400株 22年12月期 3,197,500株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 166,076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2Ｑ 3,061,539株 22年12月期2Ｑ 3,178,761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



 

  

 

 
  

  

  

  

  

  

平成23年12月期の連結業績予想（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 4,595 ― 445 ― 464 ― 260 ― 85 03
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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、現在入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであります。 

  

当社の当第２四半期累計期間の業績は、下表のとおり、売上高は増収を確保、営業利益、経常利益及

び四半期純利益は減益となりました。 

(単位：千円) 

 
  

当第２四半期累計期間においては、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２四半期累計期間における売上高は、1,915,064千円（前年同期比18.0％増）となり

ました。 

当第２四半期累計期間においては、前事業年度に引き続きコスト削減の積極的な取り組みを実施いた

しましたが、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。その結果、営業利益は195,619千円（同5.1％減）となりました。 

当第２四半期累計期間においては、営業利益の減少、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200,099千円（同4.2％減）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

43.4％となり、四半期純利益は107,081千円（同12.2％減）となりました。 

  

当第２四半期累計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が1,334,125千円(対前事業年度

末比137,993千円減)となりました。これは主に、現金及び預金、売掛金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319,076千円、売掛金486,072千円、有価証券400,699千

円となっております。固定資産は727,392千円(同29,720千円減)となりました。主な項目としては、

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２四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

増減額 
(増減率)

売上高 1,622,537 1,915,064
+292,527 

(+18.0％)

営業利益 206,167 195,619
△10,548 

(△5.1％)

経常利益 208,851 200,099
△8,753 

(△4.2％)

四半期純利益 121,939 107,081
△14,859 

(△12.2％)

(売上高)

(営業利益)

(経常利益)

(四半期純利益)

(2) 財政状態に関する定性的情報

① 財政状態
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ソフトウェア298,058千円、投資有価証券123,580千円、関係会社株式110,803千円となっておりま

す。その結果、総資産は2,061,517千円(同167,712千円減)となりました。 

負債については、流動負債が480,521千円(同266,321千円減)となりました。これは主に、買掛金、

未払金、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266,319千

円となっております。固定負債は18,552千円(同18,552千円増)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499,073千円(同247,769千円減)となりまし

た。 

純資産は1,562,444千円(同80,057千円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が 

1,167,718千円となっております。 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比べ30,064千円減

少し、519,017千円となりました。当第２四半期累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増加は48,664千円となりました。主な要因は、法人税等の支払額173,883千

円、仕入債務の減少91,972千円、その他の流動負債の減少60,665千円の減少要因があった一方で、税

引前四半期純利益189,233千円の計上、減価償却費74,724千円の計上、売上債権の減少95,504千円に

よる増加要因があったことによります。 

投資活動による資金の減少は51,243千円となりました。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47,926千円の支出による減少要因があった一方で、有価証券の売却による収

入100,000千円、補助金の受取額33,674千円の増加要因があったことによります。 

財務活動による資金の減少は27,484千円となりました。主な要因は、自己株式の取得21,731千円、

配当金の支払10,538千円の支出があったことによります。 

  

平成23年12月期通期の個別業績予想につきましては、これまでのところ概ね会社計画に沿って推移し

ており、本年２月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

なお、平成23年12月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年８月11日に公表いたしました

「連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」に記載のとおりであります。 

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)

(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 

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1,310千円、税引前四半期純利益は10,659千円それぞれ減少

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２四半期会計期間末

(平成23年６月30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 319,076 349,081

受取手形 29,115 29,547

売掛金 486,072 581,144

有価証券 400,699 400,508

商品及び製品 183 －

仕掛品 40,589 44,642

貯蔵品 1,064 1,628

前払費用 23,368 18,384

繰延税金資産 14,696 36,446

その他 19,574 11,108

貸倒引当金 △311 △370

流動資産合計 1,334,125 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 △24,461 △13,356

建物（純額） 23,642 17,313

工具、器具及び備品 148,291 177,413

減価償却累計額 △111,526 △98,227

工具、器具及び備品（純額） 36,765 79,186

有形固定資産合計 60,407 96,500

無形固定資産

商標権 383 416

ソフトウエア 298,058 193,250

ソフトウエア仮勘定 4,847 133,005

無形固定資産合計 303,288 326,671

投資その他の資産

投資有価証券 123,580 154,105

関係会社株式 110,803 70,000

敷金 82,564 82,820

繰延税金資産 37,300 27,016

その他 9,881 431

貸倒引当金 △431 △431

投資その他の資産合計 363,697 333,941

固定資産合計 727,392 757,112

資産合計 2,061,517 2,229,229
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末

(平成23年６月30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 266,319 358,291

短期借入金 8,000 8,000

未払金 58,454 111,145

未払費用 35,912 43,336

未払法人税等 78,818 182,556

未払消費税等 20,688 29,622

その他 12,330 13,893

流動負債合計 480,521 746,843

固定負債

資産除去債務 18,552 －

固定負債合計 18,552 －

負債合計 499,073 746,843

純資産の部

株主資本

資本金 270,050 267,112

資本剰余金

資本準備金 220,050 217,112

資本剰余金合計 220,050 217,112

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,167,718 1,071,337

利益剰余金合計 1,167,718 1,071,337

自己株式 △96,986 △75,886

株主資本合計 1,560,833 1,479,674

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 32 41

評価・換算差額等合計 32 41

新株予約権 1,579 2,671

純資産合計 1,562,444 1,482,387

負債純資産合計 2,061,517 2,229,229
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(2) 四半期損益計算書

 【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年６月30日）

売上高 1,622,537 1,915,064

売上原価 968,372 1,221,637

売上総利益 654,165 693,428

販売費及び一般管理費 447,998 497,809

営業利益 206,167 195,619

営業外収益

受取利息及び配当金 205 119

有価証券利息 939 1,592

業務受託料 1,200 1,200

補助金収入 － 2,241

その他 355 77

営業外収益合計 2,699 5,230

営業外費用

支払利息 － 93

自己株式取得費用 － 632

その他 15 26

営業外費用合計 15 750

経常利益 208,851 200,099

特別損失

固定資産除却損 876 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 876 10,866

税引前四半期純利益 207,975 189,233

法人税、住民税及び事業税 91,737 70,680

法人税等調整額 △5,701 11,473

法人税等合計 86,036 82,152

四半期純利益 121,939 107,081
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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２四半期累計期間
（自 平成22年１月１日

  至 平成22年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成23年１月１日

  至 平成23年６月30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 207,975 189,233

減価償却費 51,482 74,724

長期前払費用償却額 － 3,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） △129 △59

受取利息及び受取配当金 △1,144 △1,712

補助金収入 － △2,241

支払利息 － 93

固定資産除却損 876 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） 19,283 95,504

たな卸資産の増減額（△は増加） 622 4,434

仕入債務の増減額（△は減少） △15,843 △91,972

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,859 △1,850

その他の流動負債の増減額（△は減少） △32,536 △60,665

小計 233,447 219,504

利息及び配当金の受取額 1,026 3,135

利息の支払額 － △93

法人税等の支払額 △65,282 △173,883

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,191 48,664

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 △30,487 △10,692

有形固定資産の取得による支出 － △1,206

無形固定資産の取得による支出 △69,996 △47,926

貸付金の回収による収入 9,000 1,000

補助金の受取額 － 33,674

その他 △22,424 △24,944

投資活動によるキャッシュ・フロー △204,518 △51,243

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 885 4,785

自己株式の取得による支出 － △21,731

配当金の支払額 － △10,538

財務活動によるキャッシュ・フロー 885 △27,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,443 △30,064

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 796,783 519,017
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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) 

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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