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１．平成20年３月期第３四半期の業績概況（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期（四半期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年３月期第３四半期 3,107 (△13.3) △648 （－） △763 （－） 357 （－）

平成19年３月期第３四半期 3,584 (△25.4) △695 （－） △719 （－） △573 （－）

（参考）平成19年３月期 5,325 (△17.2) △780 （－） △820 （－） △799 （－）

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

平成20年３月期第３四半期 740 61 － －

平成19年３月期第３四半期 △1,189 91 － －

（参考）平成19年３月期 △1,659 50 － －

(2）財政状態（連結）の変動状況  

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

平成20年３月期第３四半期 6,016 2,155 35.8 4,469 91

平成19年３月期第３四半期 8,487 2,515 29.6 5,218 32

（参考）平成19年３月期 7,875 2,309 28.9 4,720 52

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成20年３月期第３四半期 168 46 △242 1,341

平成19年３月期第３四半期 － － － －

（参考）平成19年３月期 △1,204 △885 △417 1,369

　（注）　連結キャッシュ・フローの状況は当第１四半期より開示しておりますので、前年第３四半期の金額は記載して

おりません。

２．配当の状況

１株当り配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

平成19年３月期第３四半期 － －

平成20年３月期第３四半期 － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

　第３四半期の業績は予定の範囲内で推移しておりますので、平成19年11月29日に公表しました業績予想の見直しは行っ

ておりません。
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４．その他

(1）期中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）　　：有

 　 除外　１社（社名　株式会社矢野経済研究所）

　［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　　：中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　　：無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：無

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年３月期第３四半期 265 (△60.9) △553 (－) △605 (－) 587 (－)

平成19年３月期第３四半期 678 (△30.4) △310 (－) △293 (－) △288 (－)

（参考）平成19年３月期 752 (△35.6) △580 （－） △521 （－） △1,154 （－）

１株当たり当期純利益

円 銭

平成20年３月期第３四半期 1,218 73

平成19年３月期第３四半期 △597 68

（参考）平成19年３月期 △2,394 40

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

(2）個別財政状態  

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

平成20年３月期第３四半期 5,605 2,258 40.3 4,686 05

平成19年３月期第３四半期 6,154 2,537 41.2 5,263 95

（参考）平成19年３月期 5,104 1,671 32.7 3,467 11

(3）平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

　第３四半期の業績は予定の範囲内で推移しておりますので、平成19年11月29日に公表しました業績予想の見直しは

行っておりません。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期（平成19年４月１日～平成19年12月31日）におけるわが国経済は、サブプライム問題に起因する急速な

世界的金融不安の拡大の中、継続する原油価格の高騰と円高状況のもと、物価の上昇懸念が濃厚となり、個人消費にも

停滞の兆しが見えてまいりました。

　このような状況の下、当第３四半期において当社グループは、病院向けシステムソリューションサービスの提供の受

注は順調に推移し、大型案件の引合いもいただいており、これらの取引先からのシステム開発等の波及的ビジネスの引

合いが生じてきております。また、費用が吸収できず収益を圧迫しておりますインターネット放送におきましては、そ

のビジネス形態のあり方を再検証して参りましたが、新たな活用方法による商談が出てまいりました。しかしながら、

現段階で収益に寄与するかは未定となっており、今後その採算性を精査してまいります。

　また、当第３四半期におきまして、当社子会社でありました株式会社矢野経済研究所の株式を全株譲渡いたしました

ことにより、平成19年12月以降の同社の業績は当社グループの連結決算に反映しなくなりました。

　この結果、当第３四半期における連結売上高は前年同期比13.3％減の3,107百万円となりました。営業損失は前年同期

695百万円の損失から648百万円の損失となり、経常損失は株式会社矢野経済研究所の株式譲渡に係る譲渡手数料の発生

等の営業外費用を計上しましたこともあり、前年同期719百万円の損失から763百万円の損失となりました。

　当期純利益におきましては、株式会社矢野経済研究所の株式譲渡に係る株式譲渡益を特別利益として計上しました結

果、前年同期573百万円の損失から357百万円の利益となりました。

　セグメント別では、テスト＆ソリューション事業においては売上高が前年同期比16.4％減の1,053百万円となりました。

リサーチ＆コンサルテーション事業の売上高は前年同期比12.8％減の1,980百万円となり、不動産関連事業の売上高では

前年同期比48.0％増の74百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末（平成19年12月末）における総資産は6,016百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,470百万円の減

少となりました。

　流動資産については、前連結会計年度末に比べ1,288百万円減少の3,404百万円となっており、主たる要因は短期貸付

金が627百万円増加する一方、現金及び預金が461百万円、受取手形及び売掛金が676百万円減少しているためであります。

　流動負債については、前連結会計年度末に比べ1,091百万円減少の448百万円となっており、主たる要因は未払金が　

157百万円、賞与引当金が61百万円、買掛金が238百万円、短期借入金が274百万円それぞれ減少したためであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループは、各事業の特性を活かし、事業シナジーを追求することでグループ戦略の効果を実現していく所存で

あります。

　テスト＆ソリューション事業におきましては、インターネット放送インフラを活用した事業と病院関係のシステムソ

リューション事業を中核事業として推進しております。まだ充分な効果が得られた状況とはなっておりませんが、新規

取引先からの引合いも増加してきており、システム系のソフトウェア開発の受託が順調に推移しております。

　リサーチ＆コンサルテーション事業につきましては、前連結会計年度同様当第３四半期においては例年どおりの状況

ですが、平成19年12月以降は当社事業としては業績に影響しなくなります。

　不動産関連事業におきましては、グループ内での不動産賃貸収入を中心としており、大きな売上予算は想定しており

ません。

　また、費用の面におきましては事業の再構築に係る費用が発生増加するものと想定しておりますが、販売費及び一般

管理費につきましては、費用の圧縮を徹底して参ります。

　なお、獲得いたしました資金による事業展開につきましては、現在進捗中のM＆A案件も含め、収益への影響を判断し、

別途情報の開示をしてまいります。

　当社グループは、本年度を当社グループの再構築の期間と位置づけ、すべての事業、資産についてその将来性および

収益性に関して精査しており、事業の統廃合、資産の処理を推進しております。今後の状況による業績への影響は都度

開示してまいりますが、本日の時点では当社グループの当連結会計年度における見通しは、連結売上高3,700百万円、連

結経常利益△860百万円、連結当期純利益△242百万円を見込んでおります。
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４．その他

(1）期中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）：有

　除外　　１社（社名　　株式会社矢野経済研究所）

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

　財務諸表等の作成に関しましては、中間財務諸表等の作成基準からの簡便な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
(平成19年３月期
第３四半期末)

当四半期
(平成20年３月期
第３四半期末)

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 1,833,887 1,372,089   1,414,095

受取手形及び売掛金 812,782 136,539   970,104

たな卸資産 1,167,428 181,869   839,773

前払費用 458,610 －   －

短期貸付金 － 928,450   501,602

その他 549,582 798,530   486,697

貸倒引当金 △129,642 △12,967   △16,706

流動資産合計 4,692,648 3,404,511 △1,288,137 △27.5 4,195,567

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産 1,000,943 819,675   877,528

無形固定資産 2,355,618 1,436,718   2,376,449

投資その他の資産 438,089 355,928   426,421

固定資産合計 3,794,650 2,612,322 △1,182,328 △31.2 3,680,398

資産合計 8,487,299 6,016,833 △2,470,465 △29.1 7,875,965

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 280,404 42,345   197,543

短期借入金 412,122 137,819   418,121

１年内償還予定社債 60,000 66,000   60,000

未払金 191,313 33,411   179,210

賞与引当金 66,036 4,400   133,189

その他 530,277 164,479   388,365

流動負債合計 1,540,153 448,454 △1,091,698 △70.9 1,376,430

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 620,372 125,878   393,960

社債 511,000 245,000   481,000

転換社債型新株予約権付社
債

3,000,000 3,000,000   3,000,000

退職給付引当金 291,415 34,424   306,820

その他 8,793 7,825   7,889

固定負債合計 4,431,581 3,413,128 △1,018,453 △23.0 4,189,670

負債合計 5,971,735 3,861,582 △2,110,152 △35.3 5,566,101
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科目

前年同四半期
(平成19年３月期
第３四半期末)

当四半期
(平成20年３月期
第３四半期末)

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

純資産合計 2,515,564 2,155,250 △360,313 △14.3 2,309,864

負債純資産合計 8,487,299 6,016,833 △2,470,465 △29.1 7,875,965

オープンインタフェース㈱（4302）平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 6 －



(2）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
(平成19年３月期
第３四半期)

当四半期
(平成20年３月期
第３四半期)

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,584,865 3,107,523 △477,342 △13.3 5,325,274

Ⅱ　売上原価 2,439,907 2,313,643 △126,264 △5.2 3,497,007

売上総利益 1,144,958 793,880 △351,078 △30.7 1,828,267

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,840,686 1,442,309 △398,376 △21.6 2,609,104

給与手当 567,469 564,806   912,355

賞与引当金繰入額 1,006 46,076   108,127

退職給付引当金繰入額 28,325 13,504   28,505

支払手数料 186,233 172,295   255,965

広告宣伝費 212,282 72,686   259,819

賃借料 － －   128,102

その他 845,369 572,939   916,228

営業利益又は営業損失
（△）

△695,728 △648,429 47,298 － △780,837

Ⅳ　営業外収益 5,253 14,084 8,830 168.1 5,788

受取利息 390 1,176   1,137

その他 4,862 12,907   4,650

Ⅴ　営業外費用 28,980 129,085 100,105 345.4 45,115

支払利息 15,747 19,252   25,328

その他 13,233 109,832   19,786

経常利益又は経常損失
（△）

△719,454 △763,430 △43,975 － △820,164

特別利益 394,342 1,376,001 981,658 248.9 398,793

関係会社株式売却益 － 1,365,308   －

その他 － 10,692   －

特別損失 226,860 237,981 11,121 4.9 456,770

たな卸資産評価損 － 193,625   －

その他 － 44,356   －

税金等調整前四半期（当
期）純利益又は税金等調整
前四半期（当期）純損失
（△）

△551,972 374,589 926,561 － △878,141

税金費用 8,091 6,486 △1,604 △19.8 △78,154

少数株主利益 13,549 11,077 △2,471 △18.2 －

四半期（当期）純利益又は
四半期（当期）純損失
（△）

△573,613 357,024 930,638 － △799,987
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

 

株主資本
評価・換
算差額金

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

平成18年３月31日残高
（百万円）

1,596 1,585 △105 － 3,075 － － － 3,075

第３四半期連結会計年度中の変
動額

         

当期純損失   △573  △573    △573

株主資本以外の項目の連結会
計期間中の変動額（純額）

     －  13 13

連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － △573  △573 － － 13 560

平成18年12月31日残高
（百万円）

1,596 1,585 △678 － 2,502 － － 13 2,515

当第３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

 

株主資本
評価・換
算差額金

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

平成19年３月31日残高
（百万円）

1,596 1,585 △905 － 2,275 － － 33 2,309

第３四半期連結会計年度中の変
動額

         

当期純利益   357  357    357

連結子会社減少に伴う減少高   △477  △477   △33 △510

株主資本以外の項目の連結会
計期間中の変動額（純額）

     － －   

連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － △120  △120 － － △33 △153

平成19年12月31日残高
（百万円）

1,596 1,585 △1,026 － 2,154 － － 0 2,155

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 

株主資本
評価・換
算差額金

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

平成18年３月31日残高
（百万円）

1,596 1,585 △105 － 3,075 － － － 3,076

連結会計年度中の変動額          

当期純損失   △799  △799    △799

株主資本以外の項目の連結会
計期間中の変動額（純額）

     － － 33 33

連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － △799  △799 － － 33 △766

平成19年３月31日残高
（百万円）

1,596 1,585 △905 － 2,275 － － 33 2,309
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）
前連結会計年度
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は当期純損失（△） 374,589 △878,141

減価償却費 160,576 232,231

のれん償却額 34,370 79,961

減損損失 － 322,064

貸倒引当金の増減額（減少:△） 1,479 39,654

賞与引当金の増減額（減少:△） 31,210 44,482

退職給付引当金の増減額（減少:△） 26,626 32,412

受取利息配当金 1,182 △1,153

支払利息 19,252 25,328

社債発行費 － 4,007

株式交付費 － 1,431

為替差益 △1,360 △192

投資有価証券売却益 － △2,000

投資有価証券評価損 9,123 99,344

関係会社株式売却益 △1,410,929 －

保険解約益 － △1,479

事業譲渡益 － △377,444

固定資産除売却損 － 408

売上債権の増減額（増加:△） 604,538 △286,363

たな卸資産の増加額 127,536 △272,217

前払費用の増加額 98,373 －

未収消費税等の増加額 △38,960 －

未払消費税等の増加額 7,865 －

その他流動資産の増減額（増加:△） △459,366 38,944

仕入債務の増減額（減少:△） △41,400 39,751

その他流動負債の増減額 △67,960 △348,346

その他の増減 725,238 41,717

小計 201,985 △1,165,599

利息及び配当金の受取額 △1,182 1,152

利息の支払額 △20,990 △23,070

法人税等の支払額 △10,934 △16,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 168,877 △1,204,493
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当四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）
前連結会計年度
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入れによる支出 △32,000 △99,000

定期預金の払戻しによる収入 46,000 60,000

有形固定資産の取得による支出 △13,455 △32,305

有形固定資産の売却による収入 3,644 448

無形固定資産の取得による支出 △63,948 △389,319

投資有価証券の売却による収入 2,000 4,000

貸付けによる支出 △628,000 △767,000

貸付金の回収による収入 585 31,052

新規連結子会社の取得による支出 － △76,511

関係会社の清算による収入 － 78,502

連結子会社株式取得による支出 △537 △218

連結子会社株式売却による収入 725,420 －

事業譲渡による収入 － 460,000

その他投資等の増加による支出 △671 △167,826

その他投資等の減少による収入 7,846 12,893

投資活動によるキャッシュ・フロー 46,883 △885,283

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（減少:△） 15,000 △739,800

長期借入れによる収入 － 350,000

長期借入金の返済による支出 △227,383 △156,337

社債の発行による収入 － 195,992

社債発行に伴う支出 △22 △22

社債の償還による支出 △30,000 △60,000

新株発行に伴う支出 － △7,083

配当金の支払額 △36 △243

財務活動によるキャッシュ・フロー △242,441 △417,494

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △28,006 △2,507,271

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 1,369,495 3,876,767

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高 1,341,489 1,369,495
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期個別貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 1,091,145 1,238,307   685,545

受取手形及び売掛金 290,231 41,105   52,390

たな卸資産 620,633 －   －

製品 － 85,875   383,504

仕掛品 － 69,004   262,019

前払費用 362,749 50,712   65,994

前渡金 － 300,000   －

関係会社短期貸付金 1,825,000 2,693,153   2,103,153

その他 168,097 225,682   219,092

貸倒引当金 △104,788 △200,037   △200,037

流動資産合計 4,253,068 4,503,803 250,734 5.9 3,571,663

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産 13,367 4,488   11,492

無形固定資産 408,804 604,830   461,820

投資その他の資産 1,479,290 492,549   1,059,056

固定資産合計 1,901,463 1,101,868 △799,594 △42.1 1,532,369

資産合計 6,154,531 5,605,672 △548,859 △8.9 5,104,032

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 91,120 38,613   45,943

１年内返済予定長期借入金 7,100 －   3,200

１年内償還予定社債 60,000 30,000   60,000

未払金 87,686 17,977   64,348

賞与引当金 1,947 －   831

その他 100,666 27,305   24,464

流動負債合計 348,520 113,896 △234,624 △67.3 198,787
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅱ　固定負債      

社債 3,250,000 220,000   220,000

転換社債型新株予約権付社
債

－ 3,000,000   3,000,000

長期未払金 3,109 127   671

退職給付引当金 11,217 12,671   13,102

その他 4,119 －   －

固定負債合計 3,268,446 3,232,798 △35,647 △1.1 3,233,774

負債合計 3,616,966 3,346,695 △270,271 △7.5 3,432,561

（純資産の部）      

純資産合計 2,537,564 2,258,976 △278,587 △11.0 1,671,470

負債純資産合計 6,154,531 5,605,672 △548,859 △8.9 5,104,032
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(2）四半期個別損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 678,105 265,089 △413,016 △60.9 752,368

Ⅱ　売上原価 538,754 505,957 △32,797 △6.1 636,394

売上総利益 139,350 △240,868 △380,218 △272.9 115,973

Ⅲ　販売費及び一般管理費 450,040 313,097 △136,943 △30.4 696,237

給与手当 32,286 30,509   109,537

業務委託料 － 13,478   33,255

支払手数料 72,725 93,833   116,913

広告宣伝費 213,828 45,519   255,933

賃借料 － 16,955   18,896

長期前払費用償却 － 28,095   86,000

その他 131,200 84,706   75,700

営業利益 △310,690 △553,966 △243,275 － △580,263

Ⅳ　営業外収益 26,069 59,845 33,775 129.6 69,168

受取利息 23,301 18,306   31,804

業務受託収入 － 41,090   34,481

その他 2,768 448   2,882

Ⅴ　営業外費用 8,622 111,319 102,696 1,191.0 10,528

支払利息 5,247 17   2,585

社債利息 － 2,558   3,579

その他 3,375 108,743   4,362

経常利益 △293,243 △605,439 △312,196 － △521,622

特別利益 12,031 1,414,832 1,402,800 11,659.0 115,376

関係会社株式売却益 － 1,410,929   －

その他 － 3,902   －

特別損失 6,000 221,244 215,244 3,587.4 744,456

たな卸資産評価損 － 193,625   －

その他 － 27,619   －

税金等調整前四半期（当
期）純利益

△287,211 588,147 875,358 － △1,150,702

税金費用 951 641 △309 △32.6 3,553

四半期（当期）純利益 △288,162 587,506 875,668 － △1,154,256
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７．事業のセグメント別売上高

 （百万円未満切捨て）

 
テスト＆ソリューショ
ン事業（百万円）

リサーチ＆コンサル
テーション事業

（百万円）

不動産関連その他事業
（百万円）

合計（百万円）

20年３月期

第３四半期
1,053 1,980 74 3,107

19年３月期

第３四半期
1,260 2,273 50 3,584

（参考）

19年３月期
1,836 3,419 70 5,325
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