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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

25年３月期第1四半期および24年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 

(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 ％

25年3月期第1四半期 576 2.9 161 4.3 184 2.0 113 9.8
24年3月期第1四半期 560 △7.7 154 8.0 180 6.6 103 9.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 113百万円 （9.8％） 24年3月期第1四半期 103百万円 （6.4％）

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

25年3月期第1四半期 413.74 ―
24年3月期第1四半期 373.70 ―

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

25年3月期第1四半期 7,481 7,249 96.9 26,513.06
24年3月期 7,759 7,414 95.5 27,027.93
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,249百万円 24年3月期  7,414百万円

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  
平成25年３月期の期末日における配当予想額は現時点で未定であります。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 900.00 900.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
業績予想につきましては、現時点では合理的な見通しを立てることが困難なため、未定であります。今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたしま
す。 

（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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財務諸表の監査の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
四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
25年３月期期末の配当予想は未定でありますが、今後の業績等を総合的に勘案して、１株当たり配当を決定次第開示いたします。 
業績予想につきましては、今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 279,128 株 24年3月期 279,128 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 5,711 株 24年3月期 4,809 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 274,031 株 24年3月期1Q 276,409 株
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文中の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、当社グループ（当社および連結子会社）が判断

したものであります。 

  

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月1日～平成24年６月30日）の連結業績は、売上高が前年同四半期（平成23

年４月１日～平成23年６月30日）の560百万円から16百万円（2.9％）の増収となる576百万円となりました。  

また、売上原価は、前年同四半期の276百万円から14百万円（5.3％）増加し290百万円となり、販売費一般管理費

は、前年同四半期の129百万円から4百万円（△3.7％）減少し124百万円となりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、前年同四半期の154百万円から6百万円（4.3％）の増益となる

161百万円となりました。 

営業外損益が、前年同四半期と比べ、純額で2百万円減少した結果、当第１四半期連結累計期間の経常利益は、前年

同四半期の180百万円から3百万円（2.0％）の増益となる184百万円となりました。 

上記の結果、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益は前年同四半期の103百万円から10百万円（9.8％）の増益

となる113百万円となりました。  

  

サービス別売上高は、以下のとおりであります。  

  

・コンサルティング 

セミナー、ウェブ・コンサルティング、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の投資助言売上など

主なサービスがいずれも増加いたしました。また、平成24年１月より営業を開始したイー・アドバイザー株式会社

のマネールック事業の売上も加わり、その結果、コンサルティングの売上高は、前年同四半期の160百万円から32百

万円（20.3％）の増収となる193百万円となりました。 

  

・データ・ソリューション 

ファンドデータの売上は増加いたしましたが、日刊「株式新聞」ほか株式関連の売上が減少いたしました。その結

果、データ・ソリューションの売上は、前年同四半期の318百万円から9百万円（△3.1％）の減収となる309百万円

となりました。 

  

・メディア・ソリューション 

資産運用関連のウェブ広告が増加いたしましたが、新聞広告が減少いたしました。その結果、メディア・ソリュー

ションの売上高は、前年同四半期の81百万円から6百万円（△8.1％）の減収となる74百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

サービス別売上高 

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 

 （自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日） 

増加率 

△減少率 

(%) 
  金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 

コンサルティング  160,651  28.7  193,321  33.5  20.3

データ・ソリューション    318,812  56.9  309,065  53.6  △3.1

メディア・ソリューション   81,023  14.4  74,464  12.9  △8.1

連結売上高  560,487  100.0  576,851  100.0  2.9
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産合計は前連結会計年度末と比較して278百万円減少し、7,481百万円となりました。  

これは主として、流動資産が前連結会計年度末と比較して263百万円減少し、5,871百万円となったことによるもの

であります。  

流動資産の減少は、主として配当金の支払を246百万円行なったことにより、現金及び預金が289百万円減少したこ

とによるものであります。 

負債合計は前連結会計年度末と比較して112百万円減少し、232百万円となりました。 

負債の減少は、主として法人税等の支払のタイミングにより、未払法人税等が104百万円減少したことによるもので

あります。 

当第１四半期連結累計期間に113百万円の四半期純利益が計上され、246百万円の配当を行なった結果、利益剰余金

が133百万円減少いたしました。また、自己株式が31百万円増加いたしました。 

その結果、純資産合計は、前連結会計年度末と比較して165百万円減少し、7,249百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

欧州における債券の信用不安、電力価格の高騰など、経済の先行不透明な状況のもと、当社は、急速に変化する情

報環境に迅速かつ適切に対応できる体制を構築し、常に 新の情報機器、コミュニケーションツールを活用したサー

ビスを提供していきたいと考えております。また、より一層グローバル・アセット・アロケーションの進展に対応す

べく、海外金融情報を強化し、証券仲介や確定年金関連のサービスにより個人顧客の獲得にも努めたいと考えており

ます。 

 当期の連結業績予想につきましては、当社事業と関連性の高い金融市場において、その動向を当期を通じて、想定

するのは難しく、当社グループの業績を、現時点では合理的な算定を行なうことが困難であるため、現時点では未定

とさせていただきます。今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。     

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,221,647 931,855

売掛金 283,084 308,225

有価証券 4,569,250 4,569,263

たな卸資産 ※1  6,593 ※1  5,597

繰延税金資産 17,211 7,443

その他 38,342 49,816

貸倒引当金 △1,285 △535

流動資産合計 6,134,844 5,871,666

固定資産   

有形固定資産 ※2  25,674 ※2  22,170

無形固定資産   

のれん 111,188 109,345

ソフトウエア 213,728 204,212

その他 6,820 8,542

無形固定資産合計 331,737 322,100

投資その他の資産   

投資有価証券 70,921 70,936

繰延税金資産 1,762 1,775

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 193,633 192,037

投資その他の資産合計 1,266,316 1,264,749

固定資産合計 1,623,729 1,609,020

繰延資産   

株式交付費 1,221 1,069

繰延資産合計 1,221 1,069

資産合計 7,759,795 7,481,756
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 51,772 35,512

未払金 98,087 89,553

未払法人税等 169,111 64,961

未払消費税等 17,821 17,288

その他 8,727 25,319

流動負債合計 345,520 232,636

負債合計 345,520 232,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,093,080 2,093,080

資本剰余金 3,208,782 3,208,782

利益剰余金 2,256,602 2,123,091

自己株式 △144,108 △175,761

株主資本合計 7,414,356 7,249,192

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △81 △72

その他の包括利益累計額合計 △81 △72

純資産合計 7,414,274 7,249,120

負債純資産合計 7,759,795 7,481,756
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 560,487 576,851

売上原価 276,372 290,899

売上総利益 284,114 285,952

販売費及び一般管理費 ※1  129,686 ※1  124,915

営業利益 154,428 161,037

営業外収益   

受取利息 26,680 23,234

受取配当金 16 10

為替差益 － 58

その他 83 834

営業外収益合計 26,780 24,138

営業外費用   

為替差損 427 －

株式交付費 152 152

自己株式取得費用 － 289

その他 22 441

営業外費用合計 602 884

経常利益 180,606 184,291

特別損失   

持分変動によるみなし売却損 1,463 －

特別損失合計 1,463 －

税金等調整前四半期純利益 179,143 184,291

法人税、住民税及び事業税 67,964 61,165

法人税等調整額 7,885 9,749

法人税等合計 75,849 70,914

少数株主損益調整前四半期純利益 103,293 113,376

四半期純利益 103,293 113,376
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 103,293 113,376

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17 9

その他の包括利益合計 △17 9

四半期包括利益 103,276 113,386

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 103,276 113,386

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項は、ありません。   

   

   

※１ たな卸資産の内訳 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

  

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。 

  

【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 

（平成24年６月30日） 

仕掛品 千円 3,241 千円 2,517

貯蔵品 千円 3,352 千円 3,080

                    前連結会計年度 
                    （平成24年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

千円 174,467 千円 177,971

（四半期連結損益計算書関係）

  
前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 

至  平成24年６月30日） 

役員報酬 千円 10,076 千円 18,727

従業員給与  39,060  32,594

荷造運賃  22,039  21,027

株式業務費  10,270  5,135

支払報酬  5,867  4,650

賃借料  3,257  2,462

（四半期連結キャシュ･フロー関係）

  
前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 

至  平成24年６月30日） 

減価償却費 千円 23,769 千円 25,581

のれんの償却額  1,842  1,842
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Ⅰ 前第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） 

配当に関する事項 

（１） 配当金支払額  

  

（２） 基準日が当連結会計年度開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

配当に関する事項 

（１） 配当金支払額  

  

（２） 基準日が当連結会計年度開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円）  

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

 平成23年5月20日 
取締役会 

普通株式   利益剰余金  200,911  750 平成23年３月31日  平成23年5月31日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円）  

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

 平成24年5月22日 
取締役会 

普通株式   利益剰余金  246,887  900 平成24年３月31日  平成24年６月１日 

（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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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

  
前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 373 70 円 銭 413 74

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）   103,293  113,376

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  103,293  113,376

普通株式の期中平均株式数（株）  276,409  274,031

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載してお

りません。 

希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載してお

りません。 

（算定上の基礎） 

四半期純利益調整額（千円） 

（うち、子会社の発行する潜在株式による四半期

純利益調整額）（千円） 

普通株式増加数（株） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会

計年度末から重要な変動があったものはありません。 

（重要な後発事象）
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