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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 25,921 0.5 1,914 △18.9 1,882 △19.3 842 △33.7

23年3月期第3四半期 25,799 6.5 2,360 11.0 2,333 10.9 1,271 21.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 742百万円 （△39.9％） 23年3月期第3四半期 1,234百万円 （―％）

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3四半期 83.79 ―

23年3月期第3四半期 126.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 25,033 14,006 55.9
23年3月期 24,660 13,757 55.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  14,000百万円 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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 36,649 0.3 2,687 △22.5 2,641 △23.2 1,410 △26.4 140.24

s4700
新規スタンプ



(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、添付資料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3Q 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3Q 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3Q 10,056,569 株 23年3月期3Q 10,056,672 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州諸国における金融不安や円高等の影響により

先行き不透明な状況が継続しているものの、３月に発生した東日本大震災による急激な落込みからは

徐々に回復に向かって推移いたしました。 

こうした状況の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 25,921百万円

（前年同期比0.5%増）、営業利益 1,914百万円（同18.9%減）、経常利益 1,882百万円（同19.3%減）、

四半期純利益 842百万円（同33.7%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 

パネル調査分野は、SRI（全国小売店パネル調査）、SLI（全国女性消費者パネル調査）、Rep Track

（MR活動評価指標）が堅調に推移し増収となりましたが、SCI－personal（全国個人消費者パネル調

査）への投資を引き続き実施したことにより、増収減益となりました。 

 カスタムリサーチ分野は、震災の影響によって４、５月は減収となったものの、６月以降は従来型調

査、インターネット調査ともに回復基調に転じたことにより、増収増益となりました。 

 この結果、市場調査・コンサルティング事業の売上高は18,540百万円（前年同期比4.7%増）、営業利

益は1,788百万円（同5.0%減）となりました。 

  

② システムソリューション 

システムソリューション事業は、企業のシステム投資が低調であることに加え、震災の影響による旅

行分野の業務量減少に伴い、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3,270百万円（前年同期比5.7%減）、営業損失は

30百万円（前年同期は14百万円の損失）となりました。 

  

③ 医薬品開発支援 

  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新規案件の受注が増加したことによ

り増収となりましたが、データマネジメント業務における長期大型案件の受注が不調だったことによ

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4,111百万円（前年同期比10.9%減）、営業利益は156百万

円（同68.4%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40百万円減少し、14,430百万円となりました。これは、仕掛品

が1,086百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,035百万円、繰延税金資産が346百万円減少し

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413百万円増加し、10,602百万円となりました。これは、有形

固定資産が242百万円、投資その他の資産が285百万円増加したものの、無形固定資産が114百万円減少

したことによるものです。  

 この結果、総資産は373百万円増加し、25,033百万円となりました。  

 （負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、6,113百万円となりました。これは、未払法人

税等が847百万円、賞与引当金が695百万円減少したものの、短期借入金が790百万円、その他流動負債

が811百万円増加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118百万円増加し、4,913百万円となりました。これは、長期借

入金が20百万円、退職給付引当金が93百万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123百万円増加し、11,027百万円となりました。  

 （純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ249百万円増加し、14,006百万円となりました。これは、四

半期純利益の計上により842百万円増加しましたが、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。  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月9日付「平成24年3月期通期連結業績予想の修正に

関するお知らせ」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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,337,216 4,358,310

受取手形及び売掛金 7,462,074 6,426,404

仕掛品 1,336,074 2,422,424

貯蔵品 30,760 28,567

繰延税金資産 971,606 625,586

その他 338,011 574,233

貸倒引当金 △4,699 △4,699

流動資産合計 14,471,043 14,430,828

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,037,271 2,279,592

器具備品（純額） 439,110 377,451

土地 1,998,156 1,998,156

リース資産（純額） 755,995 818,184

その他（純額） 91 67

建設仮勘定 305 －

有形固定資産合計 5,230,930 5,473,452

無形固定資産

のれん 1,022,324 869,138

その他 1,326,641 1,365,269

無形固定資産合計 2,348,965 2,234,408

投資その他の資産

投資有価証券 233,092 620,768

繰延税金資産 1,096,469 1,047,345

その他 1,279,627 1,226,709

投資その他の資産合計 2,609,190 2,894,824

固定資産合計 10,189,086 10,602,684

資産合計 24,660,129 25,033,513
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,587,783 1,404,288

短期借入金 183,512 974,230

未払法人税等 1,046,059 198,172

賞与引当金 1,367,878 672,844

ポイント引当金 278,152 413,900

役員賞与引当金 21,500 15,000

その他 1,622,736 2,434,718

流動負債合計 6,107,622 6,113,155

固定負債

長期借入金 2,000,000 2,020,000

退職給付引当金 2,201,701 2,294,806

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 564,733 570,084

固定負債合計 4,795,434 4,913,891

負債合計 10,903,057 11,027,046

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 11,642,611

自己株式 △532,923 △532,923

株主資本合計 13,787,984 14,127,776

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 9,724

為替換算調整勘定 △46,268 △136,676

その他の包括利益累計額合計 △36,716 △126,951

少数株主持分 5,804 5,641

純資産合計 13,757,072 14,006,466

負債純資産合計 24,660,129 25,033,513
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 25,799,104 25,921,982

売上原価 18,195,146 18,001,297

売上総利益 7,603,957 7,920,685

販売費及び一般管理費 5,243,034 6,006,056

営業利益 2,360,923 1,914,628

営業外収益

受取利息 1,214 1,231

受取配当金 7,282 4,622

受取保険金及び配当金 19,576 25,070

その他 13,826 20,904

営業外収益合計 41,900 51,828

営業外費用

支払利息 34,253 39,016

支払手数料 9,608 8,070

器具備品等除却損 1,442 4,384

為替差損 23,872 25,379

その他 220 7,335

営業外費用合計 69,397 84,186

経常利益 2,333,426 1,882,269

特別利益

株式割当益 10,304 －

受取保険金 45,438 －

特別利益合計 55,742 －

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 2,375,410 1,862,219

法人税、住民税及び事業税 866,149 624,174

法人税等調整額 239,689 396,311

法人税等合計 1,105,838 1,020,486

少数株主損益調整前四半期純利益 1,269,572 841,733

少数株主損失（△） △2,136 △887

四半期純利益 1,271,709 842,620
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,269,572 841,733

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,131 172

為替換算調整勘定 △30,356 △99,872

その他の包括利益合計 △35,488 △99,700

四半期包括利益 1,234,083 742,033

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,236,842 752,385

少数株主に係る四半期包括利益 △2,758 △10,352
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   当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

第１四半期連結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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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 

 
(注)セグメント利益の合計額は、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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 

 
(注)セグメント利益の合計額は、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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 
  

（千円）
市場調査・コンサ

ルティング 
(千円)

システムソリュー
ション 
(千円)

医薬品開発支援
(千円)

売上高

  外部顧客への売上高 17,713,942 3,469,057 4,616,104 25,799,104

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 17,713,942 3,469,057 4,616,104 25,799,104

セグメント利益又は損失（△） 1,881,613 △14,309 493,618 2,360,923

報告セグメント
合計 
  

（千円）
市場調査・コンサ

ルティング 
(千円)

システムソリュー
ション 
(千円)

医薬品開発支援
(千円)

売上高

  外部顧客への売上高 18,540,278 3,270,245 4,111,459 25,921,982

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 18,540,278 3,270,245 4,111,459 25,921,982

セグメント利益又は損失（△） 1,788,453 △30,033 156,209 1,914,628

（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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