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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 24,184 ― 2,101 ― 2,087 ― 1,099 ―

20年3月期第3四半期 23,158 8.4 2,210 11.3 2,214 13.6 1,176 4.5

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

21年3月期第3四半期 107.31 ―

20年3月期第3四半期 113.33 ―

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

21年3月期第3四半期 21,574 10,994 50.4 1,062.01
20年3月期 21,261 10,288 47.9 994.41

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,882百万円 20年3月期  10,189百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 50.00 50.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 34,267 3.5 3,240 △2.2 3,218 △3.0 1,735 △1.7 169.41

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(3) 四半期連結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（四半期連結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もの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済情勢などの変化により、実際の業績は予想値と異なる結
果となる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  10,404,000株 20年3月期  10,404,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  157,109株 20年3月期  157,109株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  10,246,891株 20年3月期第3四半期  10,380,746株
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【定性的情報・財務諸表等】 

当年度は四半期報告制度の導入初年度であるため、「１．連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比

較では、前年同期の参考値を用いております。 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの当第3四半期までの連結業績は、売上高24,184百万円（前年同期比4.4%増）、営業利益2,101

百万円（同4.9%減）、経常利益2,087百万円（同5.8%減）、四半期純利益1,099百万円（同6.5%減）となりまし

た。 

事業の種類別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、この上半期で競合社の小売店パネル調査事業撤退による増収が一巡いたしましたが、

引き続きSRI（全国小売店パネル調査）の売上が新規顧客の獲得、契約カテゴリーの拡大などにより増加した

ことから、累計で増収増益となりました。 

一方、カスタムリサーチ分野は、第 3 四半期に入ってから経済環境悪化の影響を受け、大きく減速いたし

ました。ここ数年にわたって成長の牽引役であったインターネット調査の伸び率が鈍化したこと、競争が激

化して受注単価が下落傾向にあることから、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16,456 百万円（前年同期比6.9%増）、営業利益は

2,062百万円（同4.5%増）となりました。 

② システムソリューション事業 

システムソリューション事業では、上期は受注の前倒しもあり売上は計画を上回りましたが、第 3 四半期

は顧客予算の凍結などもあり計画を下回りました。一方、営業利益につきましては、計画段階では大幅減を

見込んでおりましたが、システム維持管理コストの削減などの各種施策の効果によって減少幅を縮小するこ

とができました。その結果、システムソリューション事業の売上高は3,865 百万円（前年同期11.2%減）、営

業損失は186百万円（前年同期の営業損失は117百万円）となりました。 

※なお、当連結会計期間より、システムソリューション事業から市場調査･コンサルティング事業において、

事業の一部移動を行っております。昨年度の事業のくくりを今年度に合わせますと、システムソリューシ

ョン事業の売上高の前年同期比は4.5%減、市場調査・コンサルティング事業は4.9%増となります。 

③ 医薬品開発支援事業 

CRO（医薬品開発業務受託機関）業務は、データマネジメント・解析業務の売上が大きく増加しました。 

営業利益の面では、モニタリング業務が不調であったこと、SMO（治験施設支援機関）業務の計画した売上を

達成できないこと、今後の海外展開に向けての投資をおこなったことなどから、医薬品開発支援事業の売上

高は3,861百万円（前年同期比13.0%増）、営業利益は225百万円（同36.2％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第3四半期末における資産合計は21,574百万円となり、前連結会計年度末と比較して313百万円の増加と

なりました。これは主に、売掛金が減少したものの、仕掛品が増加、連結子会社のインテージ長野にバックアッ

プデータセンターを構築したことによる建物付属設備、器具備品の固定資産が増加したためであります。 

負債合計につきましては、10,580 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 392 百万円の減少となりまし

た。これは主に、8月償還の社債を長期借入金にて充当、賞与資金として短期借入金が増加したものの、買掛金、

未払法人税等、賞与引当金が減少したためであります。 

純資産合計につきましては、10,994 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 705 百万円の増加となりま

した。これは主に、前期決算に係る配当金409百万円の支払があったものの、四半期純利益1,099百万円を計上

したためであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

景気減速により事業環境が悪化したため、当社の事業におきましては、市場調査・コンサルティング事業のカ

スタムリサーチ分野の売上と利益、医薬品開発支援事業の利益で大きく影響を受けました。したがいまして、平

成20年11月5日に発表いたしました通年の業績予想を、下記のとおり修正いたします。詳細につきましては、

本日公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

平成 21 年 3 月期連結業績予想の修正 

（単位：百万円） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 35,231 3,575 3,568 1,985

今回修正予想（Ｂ） 34,267 3,240 3,218 1,735

増減額（Ｂ－Ａ） △964 △335 △350 △249

増減率（％） △2.7 △9.4 △9.8 △12.6

（ご参考） 

前期実績（平成20年3月期） 33,104 3,314

 

3,316 1,765

 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の

経済情勢などの変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用 

   棚卸資産の評価方法 

    棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行なう方法によっております。 

 

(3) 四半期連結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 

   ① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表

を作成しております。 

  ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は、それぞれ116百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  ③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正

を行なっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  ④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上して

おります。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に 110 百万円、無形固定資産

に６百万円計上されております。なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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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 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,879,371 3,480,530

受取手形及び売掛金 4,912,511 6,453,783

仕掛品 2,664,320 1,656,404

貯蔵品 40,184 25,458

その他 1,008,972 1,038,047

貸倒引当金 △2,677 △2,810

流動資産合計 12,502,682 12,651,413

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,177,035 1,917,383

土地 1,998,156 1,998,156

その他（純額） 701,456 430,308

有形固定資産合計 4,876,648 4,345,848

無形固定資産   

のれん 877,695 1,091,106

その他 959,139 988,356

無形固定資産合計 1,836,834 2,079,463

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,011,029 1,042,512

その他 1,347,741 1,151,185

貸倒引当金 － △8,505

投資その他の資産合計 2,358,770 2,185,192

固定資産合計 9,072,253 8,610,505

資産合計 21,574,936 21,261,918

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,497,498 1,815,750

短期借入金 3,465,850 2,787,420

1年内償還予定の社債 － 1,000,000

未払法人税等 170,913 794,676

賞与引当金 690,993 1,361,118

役員賞与引当金 33,018 38,000

ポイント引当金 23,427 9,300

その他 1,861,135 1,159,221

流動負債合計 7,742,837 8,965,486

固定負債   

長期借入金 670,000 －

退職給付引当金 2,040,442 1,979,073

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 98,414 －

固定負債合計 2,837,856 2,008,073

負債合計 10,580,693 10,973,560
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

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 8,093,304 7,403,581

自己株式 △247,406 △247,406

株主資本合計 10,863,986 10,174,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,476 13,409

為替換算調整勘定 877 1,960

評価・換算差額等合計 18,353 15,369

少数株主持分 111,901 98,725

純資産合計 10,994,242 10,288,358

負債純資産合計 21,574,936 21,261,918
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(2) 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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月1日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 24,184,202

売上原価 16,598,561

売上総利益 7,585,640

販売費及び一般管理費 5,484,172

営業利益 2,101,468

営業外収益  

受取利息 2,467

受取配当金 23,660

受取保険金及び配当金 21,817

その他 7,820

営業外収益合計 55,765

営業外費用  

支払利息 31,802

支払手数料 7,414

器具備品等除却損 27,293

その他 3,618

営業外費用合計 70,129

経常利益 2,087,104

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,628

特別利益合計 8,628

特別損失  

投資有価証券評価損 6,497

特別損失合計 6,497

税金等調整前四半期純利益 2,089,236

法人税、住民税及び事業税 658,297

法人税等調整額 322,750

法人税等合計 981,047

少数株主利益 8,590

四半期純利益 1,099,598
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 第３四半期連結会計期間 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,876,291

売上原価 5,495,372

売上総利益 2,380,919

販売費及び一般管理費 1,857,047

営業利益 523,871

営業外収益  

受取利息 234

受取配当金 15,910

受取保険金及び配当金 20,907

その他 1,591

営業外収益合計 38,642

営業外費用  

支払利息 12,973

支払手数料 1,997

器具備品等除却損 7,518

その他 1,299

営業外費用合計 23,788

経常利益 538,725

特別利益  

貸倒引当金戻入額 351

特別利益合計 351

特別損失  

投資有価証券評価損 6,497

特別損失合計 6,497

税金等調整前四半期純利益 532,578

法人税、住民税及び事業税 △106,015

法人税等調整額 367,366

法人税等合計 261,351

少数株主利益 746

四半期純利益 270,481
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 2,089,236

減価償却費 686,848

のれん償却額 213,411

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61,368

賞与引当金の増減額（△は減少） △670,124

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,982

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,638

ポイント引当金の増減額（△は減少） 14,126

受取利息及び受取配当金 △26,128

支払利息 31,802

器具備品等除却損 27,293

投資有価証券評価損益（△は益） 6,497

売上債権の増減額（△は増加） 1,515,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,022,747

仕入債務の増減額（△は減少） △331,128

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,824

その他 62,771

小計 2,584,590

利息及び配当金の受取額 26,180

利息の支払額 △29,063

法人税等の支払額 △1,388,573

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,193,134

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △113,335

定期預金の払戻による収入 110,600

有形固定資産の取得による支出 △339,687

投資有価証券の取得による支出 △1,359

貸付けによる支出 △1,200

貸付金の回収による収入 1,984

無形固定資産の取得による支出 △375,090

差入保証金の回収による収入 1,396

差入保証金の差入による支出 △480

その他 △19,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △736,902
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,910,000

短期借入金の返済による支出 △5,336,270

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △425,300

社債の償還による支出 △1,000,000

少数株主からの払込みによる収入 5,010

配当金の支払額 △411,461

リース債務の返済による支出 △7,804

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 396,105

現金及び現金同等物の期首残高 3,394,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,790,271
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　（４）継続企業の前提に関する注記
　　該当事項はありません。

　（５）セグメント情報
　【事業の種類別セグメント情報】

　　当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）
(単位：千円)

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

計 消去又は全社 連結

　売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

営業費用 4,853,161 1,278,154 1,221,104 7,352,419 (－) 7,352,419

営業利益又は
営業損失（△）

532,827 △ 95,868 86,911 523,871 － 523,871

（注）１.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２.各区分の主な役務の名称

　(1) 市場調査・コンサルティング･････パネル調査、カスタムリサーチ

　(2) システムソリューション･････システム開発・運用・維持管理

　(3) 医薬品開発支援･････CRO（医薬品開発業務受託機関）・SMO（治験施設支援機関）業務

　　　３.従来のメディカルソリューション事業は第１四半期連結会計期間より医薬品開発支援事業と名称変更

　　　　 しております。当該変更は同セグメントの事業内容をより明確にするための変更であります。

　　当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）
(単位：千円)

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

計 消去又は全社 連結

　売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

営業費用 14,394,464 4,052,386 3,635,881 22,082,733 (－) 22,082,733

営業利益又は
営業損失（△）

2,062,051 △ 186,429 225,846 2,101,468 － 2,101,468

（注）１.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２.各区分の主な役務の名称

　(1) 市場調査・コンサルティング･････パネル調査、カスタムリサーチ

　(2) システムソリューション･････システム開発・運用・維持管理

　(3) 医薬品開発支援･････CRO（医薬品開発業務受託機関）・SMO（治験施設支援機関）業務

　　　３.従来のメディカルソリューション事業は第１四半期連結会計期間より医薬品開発支援事業と名称変更

　　　　 しております。当該変更は同セグメントの事業内容をより明確にするための変更であります。

　　　４.会計処理基準に関する事項の変更

　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　　　　 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会

　　　 　計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から

　　　　 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　　　　 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益

　　　　 は、市場調査・コンサルティングが103百万円、システムソリューション事業が３百万円、 医薬品開

　　　　 発支援事業が９百万円それぞれ減少しております。

－ 7,876,291

－ － － － (－) －

1,308,016 7,876,291

－ －

3,865,957

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」
に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

－16,456,516

5,385,988 1,182,286

(－)

24,184,202

－

3,861,728

－

24,184,202

－
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　【所在地別セグメント情報】

　　当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を

　　省略しております。

　　当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を

　　省略しております。

　【海外売上高】

　　当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　　　連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　　当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　　　連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項はありません。
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〔参考資料〕
前年同四半期に係る財務諸表

　（１）四半期連結損益計算書
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　　　至　平成19年12月31日)

売上高 23,158,403

売上原価 15,806,225

売上総利益 7,352,177

販売費及び一般管理費 5,142,129

営業利益 2,210,048

営業外収益

受取利息 2,012

受取配当金 8,130

有価証券償還益 7,048

その他 35,504

営業外収益合計 52,695

営業外費用

支払利息 31,435

器具備品等除却損 3,301

その他 13,366

営業外費用合計 48,103

経常利益 2,214,640

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,352

有形固定資産売却益 5,893

投資有価証券売却益 15,540

特別利益合計 22,786

特別損失

移転関連費用 14,454

有形固定資産売却損 3,091

特別損失合計 17,546

税金等調整前四半期純利益 2,219,879

法人税、住民税及び事業税 614,324

法人税等調整額 393,534

法人税等合計 1,007,859

少数株主利益 35,603

四半期純利益 1,176,417
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　（２）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　　　至　平成19年12月31日)

税金等調整前四半期純利益 2,219,879

減価償却費 538,202

のれん償却額 207,648

退職給付引当金の減少額 △ 163,684

役員退職慰労引当金の減少額 △ 6,300

賞与引当金の減少額 △ 571,567

役員賞与引当金の減少額 △ 6,400

貸倒引当金の減少額 △ 1,352

受取利息及び受取配当金 △ 10,143

支払利息 31,435

移転関連費用 4,074

器具備品等除却損 3,301

有形固定資産売却損 3,091

有形固定資産売却益 △ 5,893

有価証券償還益 △ 7,048

売上債権の減少額 1,141,943

たな卸資産の増加額 △ 1,180,974

仕入債務の減少額 △ 239,588

未払消費税等の減少額 △ 79,928

その他 △ 81,387

小計 1,795,309

利息及び配当金の受取額 9,869

利息の支払額 △ 30,333

法人税等の支払額 △ 1,316,645

法人税等の還付額 6,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 464,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △ 116,912

定期預金の払戻による収入 92,400

有形固定資産の取得による支出 △ 133,514

投資有価証券の取得による支出 △ 87,788

貸付けによる支出 △ 1,500

貸付金の回収による収入 1,735

無形固定資産の取得による支出 △ 384,933

有形固定資産の売却による収入 68,971

営業譲受による支出 △ 14,500

投資有価証券の売却による収入 65,540

有価証券の償還による収入 37,048

差入保証金の預入による支出 △ 4,340

差入保証金の返還による収入 1,757

その他 △ 13,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 489,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 5,680,000

短期借入金の返済による支出 △ 4,767,496

長期借入金の返済による支出 △ 449,760

配当金の支払額 △ 311,414

財務活動によるキャッシュ・フロー 151,329

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,417

現金及び現金同等物の増加額 127,992

現金及び現金同等物の期首残高 2,721,032
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,849,024
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　（３）セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

　　前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）
(単位：千円)

市場調査・
コンサル
ティング

システムソ
リューション

メディカル
ソリュー
ション

計 消去又は全社 連結

　売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

営業費用 13,415,246 4,469,216 3,063,891 20,948,354 (－) 20,948,354

営業利益 1,973,827 △ 117,766 353,987 2,210,048 － 2,210,048

（注）１.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２.各区分の主な役務の名称

　(1) 市場調査・コンサルティング･････パネル調査、カスタムリサーチ

　(2) システムソリューション･････システム開発・運用・維持管理

　(3) メディカルソリューション･････CRO（医薬品開発業務受託機関）・SMO（治験施設支援機関）業務

　【所在地別セグメント情報】

　　前四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を

　　省略しております。

　【海外売上高】

　　前四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　　　連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

－

4,351,450

－

－

(－)

15,389,073 23,158,403

－

3,417,878

－

23,158,403

－
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