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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 34,345 3.7 3,320 0.2 3,317 0.0 1,728 △2.1

20年3月期 33,104 7.5 3,314 13.1 3,316 14.1 1,765 8.5

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 168.69 ― 15.9 15.6 9.7
20年3月期 170.10 ― 18.6 16.0 10.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 21,180 11,590 54.2 1,120.90
20年3月期 21,261 10,288 47.9 994.41

（参考） 自己資本   21年3月期  11,485百万円 20年3月期  10,189百万円

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

21年3月期 3,190 △1,554 △1,707 3,303
20年3月期 2,247 △1,033 △546 3,394

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 409 23.5 4.3
21年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 512 29.6 4.7

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 50.00 50.00 28.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

16,313 0.0 1,394 △11.6 1,384 △10.6 721 △13.0 70.42

通期 35,279 2.7 3,346 0.8 3,340 0.7 1,783 3.2 174.05
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  157,109株 20年3月期  157,109株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 26,622 1.8 2,466 11.0 2,484 6.3 1,414 △0.4

20年3月期 26,143 2.9 2,222 15.5 2,337 19.5 1,419 22.6

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

21年3月期 138.07 ―

20年3月期 136.78 ―

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 18,105 9,101 50.3 888.22
20年3月期 18,168 8,097 44.6 790.26

（参考） 自己資本 21年3月期  9,101百万円 20年3月期  8,097百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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過程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、３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

12,615 0.1 997 △17.6 1,068 △13.6 632 △14.9 61.71

通期 26,894 1.0 2,318 △6.0 2,383 △4.0 1,403 △0.8 136.99
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１. 経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

1) 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、原材料価格ならびに為替の大幅変動などにより景気は後退

局面となり、リーマン･ブラザーズ破綻に端を発する世界的金融危機によりさらに状況は悪化し、極めて

厳しい環境となりました。 

当社グループが属しております情報サービス業界では、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調

査」によりますと、当連結会計年度の月々の売上状況は 8 月までは前年を上回って推移したものの、  

9 月以降 1月を除いて前年を下回る状況が続いております。 

このような市場環境のもと、当社グループは「Team INTAGE によるインテリジェンス・プロバイダー

事業の実現」を目指し、当社が持つリサーチ機能とシステム機能の融合を実現し、お客様が必要とする

ソリューションを提供することによるお客様満足度の向上に向けて努力してまいりました。 

当連結会計年度は「新しいビジネスモデルへの挑戦と事業基盤の強化」を基本方針に掲げ、業界別戦

略の明確化と新しいビジネスモデルへの挑戦に取り組んでまいりました。営業本部を業界別に組織改編

して業界別戦略を、事業開発本部を設立して、業界別プラットフォームという考え方をベースに、新し

いビジネスモデルの開発を推進いたしました。さらにインターネットシフトの一層の推進を図り、既存

事業の基盤強化にも取り組んでまいりました。 

また、多くの株主様、お取引先様のご支援により、前連結会計年度における東京証券取引所市場第二

部上場に引き続き、平成 21 年 3 月 23 日には、市場第一部への銘柄指定を果たすことができました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は 34,345 百万円（前期比 3.7％増）、営業利益は 3,320

百万円（同 0.2％増）、経常利益は 3,317 百万円（同 0.0％増）、当期純利益は 1,728 百万円（同 2.1％

減）となりました。売上高、営業利益および経常利益においては、引き続き増収増益となりましたが、

特別損失としてソフトウエア資産の除却、減損損失および投資有価証券評価損を計上したため、当期純

利益においては減益となりました。 

 

事業別の状況は次のとおりであります。 

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、増収増益となりました。 

一方、カスタムリサーチ分野は、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、増収減益となりました。 

また、今期は新たな事業創出に向けての投資を開始し、製販コラボレーション推進のためのプラッ

トフォーム構築、次世代消費者情報の開発、インターネット調査のモニター拡大およびシステム開発

などを実施いたしました。 

この結果、市場調査・コンサルティング事業の連結業績は、売上高は 23,105 百万円（前期比 6.0％

増）、営業利益は 2,922 百万円（前期比 0.3％増）となりました。 
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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、売上は下期の景気減速を受け当初計画を下回りましたが、徹底

した外注費などの経費の削減、セグメント間の人員移動による人件費の 適化などの各種施策の効果

によって、計画では営業損失を見込んでおりましたが、営業利益を計上することができました。 

この結果、システムソリューション事業の連結業績は、売上高は 5,906 百万円（前期比 11.9％減）、

営業利益は 13 百万円（前年同期は営業損失 39 百万円）となりました。 

 

③医薬品開発支援事業 

CRO（医薬品開発業務受託機関）業務では、データマネジメント・解析業務の売上が大きく増加いた

しました。営業利益の面では、モニタリング業務、SMO（治験施設支援機関）業務で計画した売上を達

成できなかったこと、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、前年を下回る結果

となりました。 

この結果、医薬品開発支援事業での連結業績は、売上高 5,333 百万円（前期比 15.8％増）、営業利益

は 384 百万円（前期比 12.5％減）となりました。 

 

2) 次期の見通し 

市場調査・コンサルティング事業では、パネル調査分野は、小売店パネル調査を中心に引き続き堅調

な推移が見込まれますが、消費者パネル調査でリニューアルの投資を見込んでおり、増収減益となる見通

しです。カスタムリサーチ分野は、インターネット調査へのシフトを継続し完遂させるとともに、BPR

（Business Process Re-engineering）に取り組むことで、早期に成長性と収益性の回復を図ります。 

システムソリューション事業では、業界別ソリューション提供型機能を強化し、増益基調を維持して

まいります。 

医薬品開発支援事業では、CRO 業務は、PMS（市販後調査）領域国内NO.1の地位をさらに確固たるもの

にして業界をリードしていくとともに、GCP（臨床開発）事業でも競争優位性の確立に取り組むことで、

増収増益を見込んでおります。SMO 業務は、株式会社アスクレップの子会社である株式会社アスクレッ

プ・メディオにおいて、自立した収益事業として事業の再構築を図ります。 

以上の見通しにより、連結業績では、売上高35,279 百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益3,346 万

円（同0.8％増）、経常利益3,340 百万円（同0.7％増）、当期純利益1,783 百万円（同3.2％増）を見込ん

でおります。 

 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては

様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により3,190百万円

獲得しましたが、投資活動により1,554百万円、財務活動により1,707百万円使用しました結果、前連結会

計年度末に比べ90百万円減少し、3,303百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金収支は3,190百万円と前連結会計年度に比べ943百万円の増

加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益は減少したものの、たな卸資産の増加額及び売上

債権の増加額が減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金収支は△1,554百万円と前連結会計年度に比べ520百万円の

減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動による資金収支は△1,707 百万円と前連結会計年度に比べ 1,161 百万

円の減少となりました。これは主に、社債の償還による支出を長期借入れによる収入で充当したものの、

短期借入れによる収入が減少したことによるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 43.4 47.9 54.2

時価ベースの自己資本比率（％） 142.3 81.0 59.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 185.2 168.5 78.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 76.4 47.0 67.9

※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額を使用しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期･次期の配当 

当社は、グループ経営の成果であります連結業績をベースに、配当と内部留保のバランスを考慮した利益

配分を行うことを基本的な考え方としております。当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の 重要

課題のひとつとして位置づけており、配当につきましては、連結配当性向 25％を目安にしております。また、

内部留保資金につきましては、当社グループの成長性と収益性を継続して高めていくための投資等に活用し、

今後の業績向上に努めることで、株主の皆様に還元させていただく所存であります。 

当期の配当金は、期末配当 50 円（連結配当性向 29.6%）を予定しております。また次期の配当は、当期と

同様、期末配当 50 円（連結配当性向 28.7%）を予定しております 

-5-



 
 
㈱インテージ（4326）平成21年３月期決算短信 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。な

お、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社グループ

が判断したものであります。 

 

1) 情報の管理について 

当社グループが関連する情報サービス業界におきましては、事業特性上、多種多様かつ大量の企業情報、

個人情報を取り扱っております。平成 17 年 4 月より「個人情報保護法」が施行されましたが、当社グルー

プにおきましては、以前よりプライバシーマークによる個人情報の保護制度を適用し、情報セキュリティ

マネジメントシステム（ISMS）につきましても専任組織を設置してシステム構築を推進するなど、情報の

管理につきましては十分留意しております。 

しかしながら、今後、情報の漏洩等が発生した場合には、当社グループの信用が損なわれることとなり、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2) 業績の下期偏重について 

当社グループの業績は、下半期に偏重する傾向があります。これは、①市場調査・コンサルティング事

業におきましては、各企業の次年度のマーケティングプラン策定に必要なリサーチ業務の報告が年度末に

集中すること、②官公庁・自治体から受注する業務の場合、完了・報告時期が年度末に集中すること、③

システムソリューション事業におけるシステム開発業務では、年度末に納入する契約の割合が高いこと等

が主たる要因であります。 

そのため、年度末の売上高が翌期にずれ込む場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

3) 事業投資について 

当社グループは、成長性の確保、競争力強化、事業領域の拡大をにらみ、必要な先行投資は積極的に行

っております。また投資を行う際は回収見通しも含め十分な検討を重ね、判断しております。 

しかしながら、当該先行投資に応じた成果、収益を正確に予測することは困難であり、需要が予測に比

べて低迷する可能性もあります。 

そのため、一定期間内で投資に応じた成果、収益を上げられなかった場合には、当社グループの経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

4)事業上のリスクについて 

①当社グループの主力事業である市場調査・コンサルティング事業は、これまでの成長と収益を支えて

いたパネル調査分野で、シェアの上限に近づきつつあります。さらなる成長性を確保するため、新商品の

投入や、データ提供からソリューション提供への転換による付加価値の向上に努めておりますが、これら

が想定どおりにいかない場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、カスタムリサーチ分野におきましては、「インターネットシフト」を当社グループの 重点戦略と

位置づけ、より一層の成長を目指して投資していきますが、この分野では競争が激化しており、その結果

によっては、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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②システムソリューション事業は、リサーチとシステムの融合による「融合ソリューション」が徐々に

成果を上げはじめておりますが、当社グループの収益に貢献する規模に達するまでには至っておりません。

今後もこの分野に注力し、大きく育てていく方針でありますが、事業の構造転換に時間を要する場合には、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③医薬品開発支援事業は、製薬業界の動向に大きな影響を受けることがあります。製薬会社の合併によ

る顧客数の減少や国内での新薬開発の減少、臨床試験の減少等により、マーケットが縮小した場合には、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、薬事法等の規制の影響を受ける可能性がある事業であることから、この規制の動向次第では、当

社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

5)事業所の統合・移転について 

当社グループは、今後の成長に耐えられるオフィス環境を実現させ、顧客との物理的・心理的距離を

縮めコミュニケーションを活発化することを目的として、平成 17 年 11 月、秋葉原に新たな事業所を開

設いたしました。これら一連の移転プロジェクトにつきましては、極めて円滑に終了することができま

した。 

当社グループは、この統合・移転の真価は、今後、長期にわたって発揮されるものと期待しており、

また、増収増益基調を維持することにより、新事業所開設によるコストの増加分を吸収できるものと見

込んでおります。 

しかしながら、計画通りの業績が維持できなくなった場合には、コストの増加分を吸収できなくなり、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

6)人財確保について 

当社グループは、専門性の高い業務が多いため、人財の確保と育成を重要な課題としております。 

そこで、当社は、人財の確保・育成・評価の仕組みと運用策を改めるための人財育成計画を策定し、

継続的に見直しを実施しております。さらに、当社グループは、次世代のリーダー育成策も重要な課題

として取り組んでおります。 

しかしながら、人財の育成が順調に進展しない場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。（当社では、人は財産であるという考え方のもと、「人材」を「人財」という表現に統

一しております。） 

 

7)中国情勢について 

当社グループは、連結子会社の現地法人である英徳知市場諮詢（上海）有限公司において、中国にお

ける市場調査事業を実施しております。 

しかしながら、中国における当社グループ事業に係わる法的規制等が変更になった場合や、政治的な

影響により事業運営に影響が出るような事態になれば、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 
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8)マネジメントの課題について 

当社グループはマネジメントシステム委員会を設置し、マネジメントにおける諸課題に対応しており

ます。さらに、平成 18 年 4 月より、内部統制推進委員会を新たに設置し、特にコンプライアンスにつき

ましては体制を強化して取り組んでおります。 

しかしながら、これらの仕組が十分に機能せず、個々の従業員への浸透が不十分な場合には、当社グ

ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

9)システムダウンについて 

当社のデータセンターは、24 時間体制での有人による管理に加え、監視カメラの設置、カードキーに

よる入退出時の情報管理等、管理体制には万全を期しております。さらに、耐震構造、消火設備、電源

の二重化等、24 時間 365 日安定した運営ができるように、 大限の対応をしております。 

しかしながら、システムやハードの不具合、悪質なコンピュータウィルスやハッカーからの攻撃、大

規模停電、想定した規模を上回る地震、さらに、火災、洪水、事故等の予期せぬ重大な事象の発生によ

り、当社の設備やネットワークが利用できなくなった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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２. 企業集団の状況 

 

当社の企業集団は株式会社インテージ（当社）、連結対象子会社９社及び関連会社１社により構成されて

おり、市場調査・コンサルティング事業、システムソリューション事業、医薬品開発支援事業を主として行

っております。 

 

平成 21 年 3月 31 日時点の事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

お 客 様 

(注)  1. ← は、サービス、データ等の流れを表しております。 

   2. 事業の種類別セグメントは、下記のとおり併記いたしました。 

①市場調査・コンサルティング事業 

②システムソリューション事業  

③医薬品開発支援事業 

英徳知市場諮詢(上海)有限公司 ① 

（中国における市場調査）

インテージ・タイ ① 

（タイにおける市場調査） 

ティー・エムマーケティング㈱ ① 

（メディカルリサーチ） 

㈱インテージ・インタラクティブ ① 

（インターネット調査） 

 

当社 ①②③ 

㈱インテージ長野 ①② 

（システム運用、調査商品情報の管理） 

㈱アスクレップ ③ 

（ＣＲＯ業務）

㈱アスクレップ・メディオ ③ 

（ＳＭＯ業務）

㈱インテージリサーチ ① 

（調査データの収集）

㈱インテージ・アソシエイツ ①②③ （ｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ業務）
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３. 経営方針 

 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループの使命は、“お客様の事業を総合的に支援し、事業の成功に貢献することによって、その先

にいる生活者を豊かにし、社会の公正な発展に寄与する”ことです。また事業ビジョンとして「インテリジ

ェンス・プロバイダー」を掲げ、高度に加工された知的な情報を創造する企業（グループ）を目指しており

ます。 

これまで培ってきた総合的なマーケティングの理解力を背景に、リサーチ技術、システム化技術、業界・

業務知識、コンサルティング力などの専門性を融合することによって、「インテリジェンス＝意思決定に役

立つ情報」を創造します。この“インテリジェンス”を提供することによって、お客様のビジネス上の課題

を解決するとともに、さらに新たなビジネスモデルも提案してまいります。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社グループは、成長性と収益性の確立を基本目標とし、売上高および売上高営業利益率を継続して高め

ていくことを目標に企業経営に取り組んでおります。また、株主様重視の観点から１株当たり当期純利益に

ついても重要な指標ととらえております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、当連結会計年度を初年度とする 3 ヵ年（平成 20 年度から平成 22 年度）にわたる第 9 次

中期経営計画を策定しました。 

当社グループは本中期経営計画 終年度の平成 22 年に創立 50 周年を迎えます。この 3 ヵ年を「次の 50

年（NEXT50）を展望したビジネスモデルの転換期」と位置づけ、「業界別プラットフォームの構築によるイ

ンテリジェンス・プロバイダー事業の本格的実現 ―“NEXT50”の創業に向けて ―」を基本方針に掲げまし

た。 

本中期経営計画の重点課題として、①業界別プラットフォームの構築による新しいビジネスモデルへの挑

戦、②事業プロセスの変革による既存事業の強化、③営業イノベーションの推進、④技術基盤の強化、⑤人

事・人財戦略の強化、⑥グループ経営力の強化を図り、NEXT50 へ移行するため、持続的成長可能な基盤構築

を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-10-



 
 
㈱インテージ（4326）平成21年３月期決算短信 

（4）会社の対処すべき課題 

次期連結会計年度においては、業界別戦略をさらに推進し、お客さまとの距離を縮めることで、信頼され

るビジネスパートナーとして当社の企業価値を一層認識していただけることを目指します。 

業界別戦略を推進するため、当期は営業本部を業界別に組織改編いたしましたが、次期はさらにソリュー

ション機能についても業界別に再編成し、お客さまの課題・ニーズに、よりスピーディーに対応できるよう

にいたします。特に、食品・飲料・日用雑貨品業界を中心に、パネル調査分野とカスタムリサーチ分野のソ

リューション機能の融合を図り、お客さま理解の促進と対応のスピードアップを図ります。 

また、マーケティングイノベーションユニットを新設し、これまで培ってきた当社の事業・商品・機能を

ソリューションとして体系化し、営業本部と共にお客さま課題の解決を図ってまいります。さらに、インタ

ーネット調査の推進統括、社内 BPR の推進統括も集約し、インターネット調査の成長性と収益性の向上を図

ります。 

新規事業開発についても、業界別プラットフォームの構築を引き続き進めるほか、次世代消費者情報開発、

トータルヘルスケア戦略や海外事業の展開にも取り組んでまいります。 

特に、当期 3 月に株式譲渡契約に合意した上海聨恒市場研究有限公司は、中国当局から今回の買収の承認、

並びに営業許可書等の取得を経たのち、7 月末以降から当社の子会社となる見込みであり、引き続き中国、

東南アジアに焦点をおいた海外事業展開を推進してまいります。 

マネジメント課題としては、事業リーダーやリサーチャー・IT 人財などの育成に戦略的に取り組んでまい

ります。また、危機に対応できるグループ経営を目指し、マネジメントシステム・スタッフ機能についても

強化を図ります。 

当社グループでは、今後とも業績の向上を図り、経営基盤の安定化に向けて全社一丸となって邁進する所

存であります。 
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４. 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円) 

         
前連結会計年度 

(平成20年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成21年3月31日) 

資産の部 

流動資産  

現金及び預金  3,480,530 3,393,655

受取手形及び売掛金  6,453,783 6,299,126

たな卸資産  1,681,863 ─

仕掛品  ─ 1,257,037

貯蔵品  ─ 40,162

繰延税金資産  727,805 731,479

その他  310,241 390,816

貸倒引当金  △2,810 △2,689

流動資産合計  12,651,413 12,109,588

固定資産  

 有形固定資産  

建物及び構築物  4,846,410 5,268,103

 減価償却累計額  △2,929,026 △3,156,834

 建物及び構築物（純額）  1,917,383 2,111,268

器具備品  916,442 1,162,924

 減価償却累計額  △486,478 △619,422

 器具備品（純額）  429,963 543,502

土地  1,998,156 1,998,156

リース資産  ─ 254,823

 減価償却累計額  ─ △21,787

 リース資産（純額）  ─ 233,036

その他  420 420

 減価償却累計額  △74 △198

 その他（純額）  345 221

有形固定資産合計  4,345,848 4,886,186

無形固定資産  

のれん  1,091,106 806,557

その他  988,356    997,811

無形固定資産合計  2,079,463 1,804,369

投資その他の資産  

 投資有価証券  ※1  208,393 ※1  197,924

 繰延税金資産  1,042,512 957,657

 その他  942,791 1,224,509

 貸倒引当金  △8,505 ─

投資その他の資産合計  2,185,192 2,380,091

固定資産合計  8,610,505 9,070,647

資産合計  21,261,918 21,180,236
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(単位：千円) 

         
前連結会計年度 

(平成20年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年3月31日) 

負債の部 

流動負債  

買掛金  1,815,750 1,601,309

短期借入金  ※2  2,787,420 ※2  1,942,300

一年以内償還予定社債  1,000,000 ─

未払法人税等  794,676 831,196

賞与引当金  1,361,118 1,321,194

ポイント引当金  9,300 36,743

役員賞与引当金  38,000 27,800

その他  1,159,221 982,269

流動負債合計  8,965,486 6,742,814

固定負債  

長期借入金  ─ 564,000

退職給付引当金  1,979,073 2,058,220

役員退職慰労引当金  29,000 29,000

その他  ─ 195,621

固定負債合計  2,008,073 2,846,841

負債合計  10,973,560 9,589,656

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  7,403,581 8,722,229

  自己株式  △247,406 △247,406

株主資本合計  10,174,263 11,492,911

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  13,409 10,418

 繰延ヘッジ損益  ─ 1,947

  為替換算調整勘定  1,960 △19,498

評価・換算差額等合計  15,369 △7,132

 少数株主持分  98,725 104,800

純資産合計  10,288,358 11,590,580

負債純資産合計  21,261,918 21,180,236
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 (2) 連結損益計算書 

(単位：千円) 

         
前連結会計年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当連結会計年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
売上高 33,104,564 34,345,787

売上原価 22,755,051 23,870,281

売上総利益 10,349,513 10,475,505

販売費及び一般管理費 ※1,2  7,034,793 ※1,2  7,154,845

営業利益 3,314,720 3,320,659

営業外収益 

受取利息 3,599 4,046

受取配当金 8,130 23,660

受取保険金･配当金 23,186 26,573

生保事務代行手数料 4,672 5,476

有価証券償還益 7,048 ─

補助金収入 11,142 ─

違約金収入 ─ 15,394

その他の営業外収益 11,099 12,462

営業外収益計 68,877 87,612

営業外費用 

支払利息 44,467 46,664

支払手数料 8,360 9,077

器具備品等除却損 3,923 31,599

その他の営業外費用 10,390 3,569

営業外費用計 67,141 90,910

経常利益 3,316,456 3,317,361

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 ─ 8,617

 有形固定資産売却益 ※3  5,893 ※3  ─

投資有価証券売却益 15,540 ─

特別利益計 21,433 8,617

特別損失 

移転関連費用 ※4  14,454 ※4  ─

有形固定資産売却損 ※5  3,091 ※5  ─

特別退職金 11,836 ─

固定資産除却損 ※6  ─ ※6  107,586

投資有価証券評価損 ─ 6,940

減損損失 ※7  ─ ※7  7,425

特別損失計 29,382 121,952

税金等調整前当期純利益 3,308,507 3,204,026

法人税、住民税及び事業税 1,347,757 1,389,506

法人税等調整額 122,882 83,233

法人税等合計 1,470,639 1,472,739

少数株主利益 72,256 2,763

当期純利益 1,765,611 1,728,523
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 (3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

         
前連結会計年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当連結会計年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)
株主資本 

資本金 

前期末残高 1,681,400 1,681,400

当期変動額 

 当期変動額合計 ─ ─

 当期末残高 1,681,400 1,681,400

 資本剰余金 

 前期末残高 1,125,788 1,336,688

  当期変動額 

  新株の発行 210,900 ─

   当期変動額合計 210,900 ─

  当期末残高 1,336,688 1,336,688

利益剰余金 

 前期末残高 5,947,657 7,403,581

 当期変動額 

剰余金の配当 △309,686 △409,875

   当期純利益 1,765,611 1,728,523

   当期変動額合計 1,455,924 1,318,647

  当期末残高 7,403,581 8,722,229

自己株式 

 前期末残高 △7,406 △247,406

 当期変動額 

  自己株式の取得 △240,000 ─

   当期変動額合計 △240,000 ─

 当期末残高 △247,406 △247,406

株主資本合計 

 前期末残高 8,747,439 10,174,263

 当期変動額 

  新株の発行 210,900 ─

  剰余金の配当 △309,686 △409,875

  当期純利益 1,765,611 1,728,523

  自己株式の取得 △240,000 ─

   当期変動額合計 1,426,824 1,318,647

  当期末残高 10,174,263 11,492,911
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(単位：千円) 

         
前連結会計年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当連結会計年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)
評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

 前期末残高 41,285 13,409

 当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,876 △2,990

   当期変動額合計 △27,876 △2,990

  当期末残高 13,409 10,418

繰延ヘッジ損益 

 前期末残高 ─ ─

 当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ 1,947

   当期変動額合計 ─ 1,947

  当期末残高 ─ 1,947

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 △346 1,960

  当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,306 △21,458

   当期変動額合計 2,306 △21,458

 当期末残高 1,960 △19,498

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 40,938 15,369

  当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,569 △22,502

  当期変動額合計 △25,569 △22,502

 当期末残高 15,369 △7,132

少数株主持分 

前期末残高 246,593 98,725

当期変動額 

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △147,867 6,075

  当期変動額合計 △147,867 6,075

当期末残高 98,725 104,800

純資産合計 

前期残高 9,034,971 10,288,358

当期変動額 

 新株の発行 210,900 ─

 剰余金の配当 △309,686 △409,875

  当期純利益 1,765,611 1,728,523

  自己株式の取得 △240,000 ─

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,437 △16,426

  当期変動額合計 1,253,387 1,302,221

  当期末残高 10,288,358 11,590,580

-16-



 
 
㈱インテージ（4326）平成21年３月期決算短信 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円)  

 
前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)
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 3,308,507 3,204,026 

減価償却費 740,652 939,383 

減損損失 － 7,425 

のれん償却額 279,625 284,549 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △181,792 79,146 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,300 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 89,654 △39,923 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000 △10,200 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,963 △8,626 

ポイント引当金の増加額 9,300 27,442 

受取利息及び受取配当金 △11,729 △27,706 

支払利息 44,467 46,664 

移転関連費用 4,074 － 

器具備品等除却損 3,923 31,599 

固定資産除却損 － 107,586 

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 － 

投資有価証券売却益 △15,540 － 

投資有価証券評価損 - 6,940 

売上債権の増減額（△は増加） △209,984 89,610 

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,398 383,337 

仕入債務の減少額 △9,554 △214,101 

未払消費税等の減少額 △33,967 △2,416 

その他 △198,084 △272,511 

小計 3,714,966 4,632,228 

利息及び配当金の受取額 11,730 27,758 

利息の支払額 △47,797 △46,979 

法人税等の支払額 △1,437,190 △1,422,056 

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 2,247,912 3,190,950 
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   (単位：千円) 

 
前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)
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 △118,645 △119,280 

定期預金の払戻による収入 113,874 115,600 

有形固定資産の取得による支出 △340,964 △868,977 

有形固定資産の売却による収入 68,971 － 

投資有価証券の取得による支出 △87,940 △1,513 

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 － 

貸付けによる支出 △2,800 △1,700 

貸付金の回収による収入 1,948 2,257 

無形固定資産の取得による支出 △531,190 △620,184 

関係会社株式の取得による支出 △204,259 － 

営業譲受による支出 ※2  △14,500 ※2  － 

差入保証金の預入による支出 △5,370 △1,497 

差入保証金の返還による収入 1,757 1,655 

その他 △16,881 △60,454 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,033,412 △1,554,094 

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 8,880,000 7,420,000 

短期借入金の返済による支出 △8,270,016 △8,348,320 

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 △604,380 △552,800 

リース債務の返済支出 － △23,329 

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 

自己株式の取得による支出 △240,000 － 

配当金の支払額 △311,781 △408,523 

財務活動によるキャッシュ・フロー △546,177 △1,707,963 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,810 △19,447 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 673,133 △90,554 

現金及び現金同等物の期首残高 2,721,032 3,394,165 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,394,165 ※1  3,303,611 
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  該当事項はありません。 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

           期別 
 

項目 

前連結会計年度         
(

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数  ７社 

 主要な連結子会社の名称 

㈱アスクレップ 

㈱インテージリサーチ 

  ㈱インテージ長野 

  ㈱インテージリンクス 

  ㈱インテージ・インタラクティブ 

  ティー・エムマーケティング㈱ 

  英徳知市場諮詢(上海)有限公司 

   

(1) 連結子会社の数  ９社 

 主要な連結子会社の名称 

㈱アスクレップ 

㈱インテージリサーチ 

  ㈱インテージ長野 

  ㈱インテージ・アソシエイツ 

  ㈱インテージ・インタラクティブ 

  ティー・エムマーケティング㈱ 

  英徳知市場諮詢(上海)有限公司 

 ㈱アスクレップ・メディオ 

 ㈱インテージ・タイ 

  

 なお、当連結会計年度において、

新たに設立した㈱アスクレップ・

メディオ及び㈱インテージ・タイ

を連結の範囲に含めております。 

 また、㈱インテージリンクスは平

成20年４月１日付で㈱インテー

ジ・アソシエイツに商号変更して

おります。 

 (2) 非連結子会社 

――――――― 

(2) 非連結子会社 

――――――― 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない関連会社の名称 

㈱プラメド 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金などに及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外してお

ります。 

持分法を適用しない関連会社の名称 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

決算日が連結決算日と異なる場合

の内容等 

英徳知市場諮詢(上海)有限公司の

決算日は、12月31日であります。連

結財務諸表を作成するに当たっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

決算日が連結決算日と異なる場合

の内容等 

 英徳知市場諮詢(上海)有限公司及び

㈱インテージ・タイの決算日は、12月

31日であります。連結財務諸表を作成

するに当たっては同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 
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           期別 
 

項目 

前連結会計年度        

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度        

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
４ 会計処理基準に関する事項   

 (1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づ

く時価法によっております。 

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

しております。) 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

 

 ロ たな卸資産 

  仕掛品 

  個別法による原価法によってお

ります。 

ロ たな卸資産 

  仕掛品 

  個別法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に

よっております。 

貯蔵品 

終仕入原価法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。 

 （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日

公表分）を適用しております。 

  これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ78,661千円減少しており

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。 
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           期別 

 
項目 

前連結会計年度         
(

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
 (2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 
    建物（附属設備を除く） 

(イ) 平成10年3月31日以前に取得
したもの 
旧定率法によっております。 

(ロ) 平成10年4月1日から平成19年
3月31日までに取得したもの 
旧定額法によっております。 

(ハ) 平成19年4月1日以降に取得し
たもの 
定額法によっております。 

  建物以外 
(イ) 平成19年3月31日以前に取得

したもの 
旧定率法によっております。 

(ロ) 平成19年4月1日以降に取得し
たもの 
定率法によっております。 

  （会計方針の変更） 
法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年3月
30日 法律第6号）及び（法人税法
施行令の一部を改正する政令 平成
19年3月30日 政令第83号））に伴
い、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影
響は軽微であります。 

（追加情報） 
なお、平成19年3月31日以前に取

得したものについては、償却可能限
度額まで償却が終了した翌年から5
年間で均等償却する方法によってお
ります。 

当該変更に伴う損益に与える影
響は軽微であります。 

① 有形固定資産（リース資産を除
く） 

    建物（附属設備を除く） 
（イ）平成10年3月31日以前に取得

したもの 
旧定率法によっております。 

(ロ)平成10年4月1日から平成19年
3月31日までに取得したもの 
旧定額法によっております。 

(ハ)平成19年4月1日以降に取得し
たもの 
定額法によっております。 

  建物以外 
(イ)平成19年3月31日以前に取得し

たもの 
旧定率法によっております。 

(ロ)平成19年4月1日以降に取得し
たもの 
定率法によっております。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

  定額法によっております。 
  なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基
準によっております。 

ただし、自社利用のソフトウェ
アについては、社内における見込
利用可能期間(３年)に基づく定額
法によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

  定額法によっております。 
  なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基
準によっております。 

ただし、自社利用のソフトウェ
アについては、社内における見込
利用可能期間(３年)に基づく定額
法によっております。      

 

―――――――――― ③ リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引に係るリース資産 

  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、リース取引会計基準の改

正適用初年度開始前の所有権移転

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によってお

ります。 
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           期別 
 

項目 

前連結会計年度        

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度        

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
 (3) 重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え
るため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。 

イ 貸倒引当金 
同左 

 ロ 賞与引当金 
  従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額を計上して
おります。 

ロ 賞与引当金 
同左 

 

ハ ポイント引当金 
  連結子会社である㈱インテー

ジ・インタラクティブは調査モニ
ターへの謝礼ポイントの支払に備
えるため、当連結会計年度末にお
ける支払見込額を計上しておりま
す。 

 （追加情報） 
  連結子会社である㈱インテー

ジ・インタラクティブはインター
ネットモニターへの謝礼ポイント
の支払に備えるため、当連結会計
年度より、ポイント引当金を計上
しております。 
 これによる損益に与える影響額
は軽微であります。 

ハ ポイント引当金 
  連結子会社である㈱インテー

ジ・インタラクティブは調査モニ
ターへの謝礼ポイントの支払に備
えるため、当連結会計年度末にお
ける支払見込額を計上しておりま
す。 

 ニ 役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備えて、当連結

会計年度における支給見込額の当連
結会計年度負担額を計上しておりま
す。 

ニ 役員賞与引当金 
同左 

 

 

ホ 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当連結会計年度末にお
いて発生していると認められる額
を計上しております。 

  数理計算上の差異は、各連結会計
年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(15
年)による定額法により、それぞれ
発生の翌連結会計年度から費用処理
しております。 

    過去勤務債務は、その発生時に一括
処理しております。 

ホ 退職給付引当金 
同左 

 

ヘ 役員退職慰労引当金 
  当社は、役員に対する退職慰労

金の支給に備えるため、内規に基
づく期末要支給額を計上しており
ます。 
なお、平成15年６月に役員退職

慰労金制度を廃止しており、役員
退職慰労引当金残高は従前の制度
による在任役員に対する支給予定
額であります。 

ヘ 役員退職慰労引当金 
同左 
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           期別 
 

項目 

前連結会計年度         
(

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
 (4) 重要なリース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

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

に準じた会計処理によっておりま

す。 

────────── 

 (5) 重要なヘッジ会計の方針 ────────── ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建予定取引の為替変動リスク

に対するヘッジとして為替予約取引

を行っております。 

③ヘッジ方針 

内規に基づき、外貨建取引に係る

為替変動リスクを回避する目的で為

替予約取引を行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引の実行時に、実行

金額を外貨建予定取引に対して振

当てているため、その後の為替相

場の変動による相関関係は完全に

確保されているので決算日におけ

る有効性の評価を省略しておりま

す。 

 (6) 在外連結子会社の会計処理

基準 

 在外連結子会社が採用している会

計処理基準は、当該国で一般に公正

と認められている基準によっており

ます。 

────────── 

 (7) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価

方法は、全面時価評価法によってお

ります。 

 

６ のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却につ

いては、５年間で均等償却しており

ます。なお、金額が僅少の場合は当

該金額の生じた期の損益としており

ます。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

からなっております。 

同左 

 

 

-24-



 
 
㈱インテージ（4326）平成21年３月期決算短信 

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 会計方針の変更 

 
前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
―――――――――― （リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

―――――――――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「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扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要

な修正を行っております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 

 
前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
―――――――――― 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、｢たな卸資産｣として掲記され

たものは、当連結会計年度から「仕掛品」、「貯蔵品」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな

卸資産」に含まれる「仕掛品」、「貯蔵品」は、それぞれ

1,656,404千円、25,458千円であります。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前 連 結 会 計 年 度          

(平成20年３月31日) 

当 連 結 会 計 年 度          

(平成21年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

   投資有価証券（株式）       50,020千円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

   投資有価証券（株式）       50,020千円

※２ 当社においては、資金調達の安定性を確保しつ

つ、必要に応じた機動的な資金調達を行うことに

より、資金効率の向上を図ることを目的として、

コミットメントライン契約を締結しております。 

当連結会計年度末におけるコミットメントライ

ン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。なお、本契約には財務制限条項が付され

ております。 

 

コミットメントライン設定金額 4,000,000千円

借入実行残高  2,400,000 〃 

借入未実行残高 1,600,000千円
 

※２ 当社においては、資金調達の安定性を確保しつ

つ、必要に応じた機動的な資金調達を行うことに

より、資金効率の向上を図ることを目的として、

コミットメントライン契約を締結しております。 

当連結会計年度末におけるコミットメントライ

ン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。なお、本契約には財務制限条項が付され

ております。 

 

コミットメントライン設定金額 4,000,000千円

借入実行残高  1,500,000 〃 

借入未実行残高 2,500,000千円
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 2,638,627千円

賞与引当金繰入額 559,182 〃

退職給付費用 209,505 〃

法定福利費 535,830 〃

役員賞与引当金繰入額 38,000 〃

貸倒引当金繰入額 9,963 〃

のれん償却額 279,625 〃

業務委託費 406,784 〃
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 2,532,850千円

賞与引当金繰入額 550,175 〃

退職給付費用 225,533 〃

役員賞与引当金繰入額 27,800 〃

のれん償却額 284,549 〃
 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、23,491千円

であります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、68,569千

円であります。 

※３ 有形固定資産売却益の内訳 

土地           5,893千円 

※３     ―――――――――― 

  

※４ 移転関連費用の内容は次のとおりであります。 

固定資産除却損 4,074千円

原状回復費用 5,700 〃

解約違約金等 3,981 〃

その他 699 〃

計 14,454千円
 

※４     ―――――――――― 

 

※５ 有形固定資産売却損の内訳 

建物           3,091千円 

※５     ―――――――――― 

 

※６     ―――――――――― 

 

※６ 固定資産除却損の内訳 

ソフトウェア      107,586千円 

※７     ―――――――――― 

 

※７ 減損損失 

（1）グルーピング方法 

当社グループにおいては、継続的に収支の把握がな

されている単位を基礎として算定しており、事業資

産、共用資産、賃貸資産、遊休資産ごとに資産のグル

ーピングを行っております。 

（2）内容 

地域・用途 種類・減損損失 

RepTrack 

事業資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ 7,131千円 

ﾘｰｽ資産  294 〃 

  合  計     7,425千円 

RepTrack（事業資産）については、減損の兆候を

認識しており、将来の回収可能性を検討した結果、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（7,425千円）として特別損失に計上いたし

ました。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式(注1) 10,330,000 74,000 － 10,404,000

自己株式     

 普通株式(注2) 7,109 150,000 － 157,109

(注)１ 普通株式の発行済株式の株式数の増加74,000株は、ティー・エムマーケティング㈱（連結子

会社）の完全子会社化を目的とした簡易株式交換の実施に伴う新株発行による増加でありま

す。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加150,000株は、取締役会決議による取得による増加であ

ります。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 10,404,000 － － 10,404,000

自己株式     

 普通株式 157,109 － － 157,109

 

 

２．配当に関する事項 

     （１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
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20年６月24日

定時株主総会 
普通株式 409,875 40 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 512,344 利益剰余金 50 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,480,530千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △86,364 〃

現金及び現金同等物 3,394,165千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,393,655千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △90,044 〃

現金及び現金同等物 3,303,611千円
 

※２ 営業譲受により取得した資産の主な内容は以下の

とおりであります。 

無形固定資産（ソフトウェア） 14,500千円
 

※２     ―――――――――― 
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 
  

 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引 

(借主側) 
  

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

器具備品 2,236,806 1,131,033 1,105,773

無形固定資産 
その他 
(ソフトウェア) 

98,143 35,686 62,456

合計 2,334,950 1,166,719 1,168,230

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額

（千円）

器具備品 1,613,386 867,249 294 745,842

無形固定資産
その他 
(ソフトウェア)

76,040 39,466 － 36,573

合計 1,689,427 906,715 294 782,416

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 434,253千円 

１年超 784,265 〃  

合計 1,218,518千円 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 321,939千円 

１年超 470,358 〃  

合計 792,298千円 

リース資産減損勘定の残高 294千円 
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 493,692千円 

減価償却費相当額 483,132 〃  

支払利息相当額 18,096 〃  
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 453,007千円 

減価償却費相当額 428,432 〃  

支払利息相当額 19,966 〃  

減損損失 294 〃  
 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

  ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 
  
  利息相当額の算定方法 

  ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

  ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 
  
  利息相当額の算定方法 

  ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。 
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(有価証券関係) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

(1)連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上額

（千円） 

差額 

（千円） 

取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

株式 23,952 51,755 27,803 27,605 45,718 18,112

債券 － － － － － －

その他 － － － － － －

合計 23,952 51,755 27,803 27,605 45,718 18,112

 

(2)連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上額

（千円） 

差額 

（千円） 

取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

株式 15,812 10,617 △5,194 13,671 6,185 △7,486

債券 － － － － － －

その他 － － － － － －

合計 15,812 10,617 △5,194 13,671 6,185 △7,486

 

  

２.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区  分 
前連結会計年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
売却額（千円） 65,540 ─

売却益の合計額（千円） 15,540 ─

 

 

３.時価評価されていない有価証券 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 区  分 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券   

非上場株式 96,000 96,000

合計 96,000 96,000

(2) 子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 50,020 50,020

合計 50,020 50,020
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(デリバティブ取引関係)  

１ 取引の状況に関する事項 

 前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
該当事項はありません。 ①取引の内容及び利用目的 

 当社は、外貨建取引の為替相場の変動によるリスク
を軽減するため、為替予約取引を行っております。 
 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行
っております。 
 (1)ヘッジ手段とヘッジ対象 
  (ヘッジ手段)   (ヘッジ対象) 
   為替予約     外貨建予定取引 
 (2)ヘッジ方針 
   当社は、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回

避する目的で為替予約取引を行っております。 
 (3)ヘッジの有効性評価の方法 
   為替予約取引の実行時に、実行金額を外貨建予定

取引に対して振当てているため、その後の為替相場
の変動による相関関係は完全に確保されているので
決算日における有効性の評価を省略しております。

 ②取引に対する取組方針 
  為替予約取引は外貨建予定取引の範囲内で行って
おり、また投機目的のためのデリバティブ取引は行
わない方針であります。 

 ③取引に係るリスクの内容 
  為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを
有しております。また、デリバティブ取引の契約先
は、信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の
債務不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんど
ないと判断しております。 

 ④取引に係るリスク管理体制 
デリバティブ取引の実行及び管理については、社

内規程に基づき経理担当部門が行っております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

 前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
該当事項はありません。 該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計
を適用しているので、注記の対象から除いておりま
す。 
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 (退職給付関係) 

 

前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定

給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、当社においては、従業員の退職に際して、選択定年

制度による割増退職金を支払う場合があります。その他

に、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度を採用

しており、一部の連結子会社は厚生年金基金制度として東

京薬業厚生年金基金に加入しております。 

  なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在） 

年金資産の額 461,860,591千円

年金財政計算上の給付債務の額 469,729,620 〃 

差引額 △7,869,028千円

(2) 制度全体に占める連結子会社の掛金拠出割合 

（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

     0.33% 

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の未

償却過去勤務債務残高60,021,274千円及び当年度不足

金3,759,721千円から別途積立金55,911,966千円を控除

した額が差異の主な要因であります。 

    本制度における過去勤務債務の償却方法は期間13年

10ヶ月の元利均等償却であり、連結子会社は、当期の

連結財務諸表上、特別掛金17,732千円を費用処理して

おります。 

    なお、上記(2)の割合は連結子会社の実際の負担割

合とは一致しておりません。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定

給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、当社においては、従業員の退職に際して、選択定年

制度による割増退職金を支払う場合があります。その他

に、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度を採用

しており、一部の連結子会社は厚生年金基金制度として東

京薬業厚生年金基金に加入しております。 

  なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在） 

年金資産の額 415,832,946千円

年金財政計算上の給付債務の額 497,473,070 〃 

差引額 △81,640,123千円

(2)制度全体に占める連結子会社の掛金拠出割合 

（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

     0.37% 

(3)補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

未償却過去勤務債務残高57,689,356千円及び当年度不

足金76,103,012千円から別途積立金52,152,245千円を

控除した額が差異の主な要因であります。 

    本制度における過去勤務債務の償却方法は期間13年

10ヶ月の元利均等償却であり、連結子会社は、当期の

連結財務諸表上、特別掛金20,938千円を費用処理して

おります。 

    なお、上記(2)の割合は連結子会社の実際の負担割

合とは一致しておりません。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日) 

(単位：千円)

(1) 退職給付債務(注) △5,472,885

(2) 年金資産 3,222,082

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △2,250,803

(4) 未認識数理計算上の差異 319,789

(5)  連結貸借対照表計上額純額((3)＋(4)) △1,931,014

(6) 前払年金費用 48,060

(7) 退職給付引当金((5)－(6)) △1,979,073

 (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日) 

(単位：千円)

(1) 退職給付債務(注) △5,773,575

(2) 年金資産 2,785,138

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △2,988,437

(4) 未認識数理計算上の差異 1,235,781

(5)  連結貸借対照表計上額純額((3)＋(4)) △1,752,655

(6) 前払年金費用 305,564

(7) 退職給付引当金((5)－(6)) △2,058,220

 (注) ㈱アスクレップ・メディオを除く連結子会社は、退

職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており

ます。 

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成19年５月

15日）を適用しております。 
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前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
３ 退職給付費用に関する事項(自平成19年４月１日 至平

成20年３月31日) 

(単位：千円)

(1) 勤務費用(注) 410,742

(2) 選択定年制度に係る費用 40,659

(3) 利息費用 129,600

(4) 期待運用収益 △84,342

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 470

(6) 厚生年金基金への拠出額 54,440

(7) 過去勤務債務の費用処理額 －

(8) 退職給付費用 
  ((1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)+(7)) 

551,571

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成20年４月１日 至平

成21年３月31日) 

(単位：千円)

(1) 勤務費用(注) 434,059

(2) 選択定年制度に係る費用 8,296

(3) 利息費用 130,716

(4) 期待運用収益 △64,287

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 31,375

(6) 厚生年金基金への拠出額 59,348

(7) 過去勤務債務の費用処理額 －

(8) 退職給付費用 
  ((1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)+(7)) 

599,508

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額 
   の期間配分方法 

期間定額基準 

(2) 割引率 2.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.5％ 

(4) 数理計算上の差
異の処理年数 

15年(各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数によ
る定額法により、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用
処理しております。) 

(5) 過去勤務債務 
の処理年数 

発生時に一括処理しておりま
す。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額
   の期間配分方法

期間定額基準 

(2) 割引率 2.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％ 

(4) 数理計算上の差
異の処理年数 

15年(各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数によ
る定額法により、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用
処理しております。) 

(5) 過去勤務債務 
の処理年数 

発生時に一括処理しておりま
す。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 退職給付引当金 802,344千円

 賞与引当金 553,020 〃

 ソフトウェア 152,860 〃

 未払事業税 69,102 〃

 未払費用 68,689 〃

 貸倒引当金 3,978 〃

 役員退職慰労引当金 11,800 〃

 貸倒損失 29,213 〃

 その他 162,581 〃 

  繰延税金資産小計 1,853,590千円

 評価性引当額    △54,516〃 

  繰延税金資産合計 1,799,074千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △9,199千円

 前払年金費用 △19,555 〃

  繰延税金負債合計 △28,755千円

  繰延税金資産の純額 1,770,318千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 退職給付引当金 835,383千円

 賞与引当金 536,098 〃

 ソフトウェア 231,794 〃

 未払事業税 64,548 〃

 未払費用 64,638 〃

 役員退職慰労引当金 11,800 〃

 貸倒損失 28,605 〃

 棚卸資産評価損 32,285 〃

 繰越欠損金 53,016 〃

 その他 66,853 〃 

  繰延税金資産小計 1,925,024千円

 評価性引当額    △104,319〃 

  繰延税金資産合計 1,820,705千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △7,147千円

 前払年金費用 △124,420 〃

  繰延税金負債合計 △131,567千円

  繰延税金資産の純額 1,689,137千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率      40.69％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
   1.46 

 受取配当等永久に益金に算入

されない項目 
  △1.46 

 住民税均等割額    0.28 

 のれん償却 2.66 

 その他     0.82 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
     44.45％ 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率      40.69％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
   1.08 

 受取配当等永久に益金に算入

されない項目 
  △0.06 

 住民税均等割額    0.31 

 のれん償却 2.81 

 評価性引当額の増加 1.42 

 その他    △0.28 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
     45.97％ 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
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) 

メディカルソリ

ューション 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売
上高 

21,795,354 6,702,315 4,606,893 33,104,564 － 33,104,564

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 21,795,354 6,702,315 4,606,893 33,104,564 (－) 33,104,564

営業費用 18,880,557 6,741,830 4,167,456 29,789,844 (－) 29,789,844

営業利益又は 
営業損失（△） 

2,914,797 △39,514 439,437 3,314,720 － 3,314,720

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出 

  

資産 11,014,183 5,112,753 2,041,076 18,168,014 3,093,904 21,261,918

減価償却費 452,452 270,428 13,884 736,765 － 736,765

資本的支出 576,426 360,429 20,720 957,576 － 957,576

 (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 

３  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,093,904千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 
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) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売
上高 

23,105,292 5,906,762 5,333,731 34,345,787 － 34,345,787

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 23,105,292 5,906,762 5,333,731 34,345,787 (－) 34,345,787

営業費用 20,182,802 5,893,048 4,949,275 31,025,127 (－) 31,025,127

営業利益 2,922,489 13,714 384,456 3,320,659 － 3,320,659

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

   
  

資産 10,597,704 5,284,856 2,325,032 18,207,594 2,972,642 21,180,236

減価償却費 602,847 307,344 11,392 921,586 － 921,586

減損損失 7,425 － － 7,425 － 7,425

資本的支出 827,967 672,567 119,811 1,620,346 － 1,620,346

 (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当連結会計年度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  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,972,642千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５  会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

   当連結会計年度から「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 

平成18年７月５日公表分）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、市場調査・コンサルティ

ング事業が45,504千円、システムソリューション事業が31,681千円、 医薬品開発支援事業が1,475千円増

加し、営業利益は同額減少しております。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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。 
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(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)  

該当事項はありません。 

 

    (ストック・オプション等) 

    該当事項はありません。 

 

    (企業結合等関係) 

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
 １株当たり純資産額          994円41銭  １株当たり純資産額         1,120円90銭 

 １株当たり当期純利益         170円10銭  １株当たり当期純利益         168円69銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

項  目 

前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額 10,288,358千円 11,590,580千円

普通株式に係る純資産額 10,189,633千円 11,485,779千円

差額の主な内訳 

 少数株主持分 
98,725千円 104,800千円

普通株式の発行済株式数 10,404千株 10,404千株

普通株式の自己株式数 157千株 157千株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式数 
10,246千株 10,246千株

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。 

項  目 

前連結会計年度         

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度         

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益 1,765,611千円 1,728,523千円

普通株式に係る当期純利益 1,765,611千円 1,728,523千円

普通株主に帰属しない金額 ─ ─

普通株式の期中平均株式数 10,380千株 10,246千株

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５. 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(単位：千円) 

         
前事業年度 

(平成20年3月31日) 
当事業年度 

(平成21年3月31日) 

資産の部 

流動資産  

現金及び預金  1,308,907 1,014,195

受取手形  156,188 166,196

売掛金  4,942,978 4,745,850

仕掛品  1,350,259 1,007,611

貯蔵品  6,082 4,468

前渡金  21,823 23,538

前払費用  194,244 211,105

繰延税金資産  595,310 609,883

従業員短期貸付金  1,250 1,495

未収入金  17,895 31,373

その他流動資産  6,987 10,338

貸倒引当金  △2,814 △2,701

流動資産合計  8,599,113 7,823,355

固定資産  

 有形固定資産  

建物  4,762,825 5,186,905

 減価償却累計額  △2,882,854 △3,109,553

 建物（純額）  1,879,971 2,077,352

構築物  33,445 33,445

 減価償却累計額  △23,508 △24,492

 構築物（純額）  9,937 8,952

器具備品  786,894 1,040,072

 減価償却累計額  △425,499 △553,926

 器具備品（純額）  361,395 486,145

土地  1,998,156 1,998,156

リース資産  ─ 254,823

 減価償却累計額  ─ △21,787

 リース資産（純額）  ─ 233,036

有形固定資産合計  4,249,460 4,803,643

無形固定資産  

地上権  39,832 39,832

ソフトウェア  721,495 543,201

ソフトウェア仮勘定  19,878 149,248

リース資産  ─ 5,730

その他  58,800 26,750

無形固定資産合計  840,007 764,765
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(単位：千円) 

         
前事業年度 

(平成20年3月31日) 

当事業年度 

(平成21年3月31日) 

投資その他の資産  

 投資有価証券  156,873 146,404

関係会社株式  2,540,097 2,602,923

関係会社出資金  107,629 107,629

長期前払費用  23,659 42,488

 繰延税金資産  783,038 703,044

差入保証金  798,907 798,438

前払年金費用  ─ 299,256

 その他投資  77,835 13,984

 貸倒引当金  △8,505 ─

投資その他の資産合計  4,479,536 4,714,169

固定資産合計  9,569,004 10,282,578

資産合計  18,168,118 18,105,933
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(単位：千円) 

         
前事業年度 

(平成20年3月31日) 

当事業年度 

(平成21年3月31日) 

負債の部 

流動負債  

買掛金  ※1  1,887,693 ※1  2,000,664

短期借入金  ※2  2,400,000 ※2  1,500,000

一年以内返済予定長期借入金  315,500 424,000

一年以内償還予定社債  1,000,000 ─

リース債務  ─ 52,093

未払金  293,746 73,856

未払費用  210,370 194,258

未払法人税等  493,849 540,780

未払消費税等  110,928 103,879

前受金  39,739 37,760

預り金  96,448 95,302

賞与引当金  1,167,145 1,141,840

役員賞与引当金  30,000 20,000

その他  ─ 294

流動負債合計  8,045,421 6,184,730

固定負債  

長期借入金  ─ 564,000

リース債務  ─ 192,625

退職給付引当金  1,760,125 1,777,563

役員退職慰労引当金  29,000 29,000

預り保証金  ※1  235,910 ※1  256,500

固定負債合計  2,025,035 2,819,688

負債合計  10,070,456 9,004,419
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(単位：千円) 

         
前事業年度 

(平成20年3月31日) 

当事業年度 

(平成21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  

     資本準備金  1,336,688 1,336,688

   資本剰余金合計  1,336,688 1,336,688

  利益剰余金  

     利益準備金  40,100 40,100

   その他利益剰余金  

       別途積立金  3,000,000 4,000,000

       繰越利益剰余金  2,273,470 2,278,365

   利益剰余金合計  5,313,570 6,318,465

  自己株式  △247,406 △247,406

株主資本合計  8,084,252 9,089,147

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  13,409 10,418

  繰延ヘッジ損益  ─ 1,947

評価・換算差額等合計  13,409 12,366

純資産合計  8,097,661 9,101,514

負債純資産合計  18,168,118 18,105,933
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 (2) 損益計算書 
(単位：千円) 

         
前事業年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
売上高 26,143,090 26,622,005

売上原価 ※3  18,689,901 ※3  19,036,709

売上総利益 7,453,188 7,585,296

販売費及び一般管理費 ※1,2  5,230,973 ※1,2  5,119,076

営業利益 2,222,214 2,466,220

営業外収益 

受取利息 273 286

受取配当金 ※3  123,890 ※3  76,300

受取保険金･配当金 16,261 14,243

生保事務代行手数料 4,497 4,454

雑収入 25,251 6,302

営業外収益計 170,174 101,587

営業外費用 

支払利息 35,597 43,217

社債利息 6,500 2,662

支払手数料 8,360 9,077

器具備品等除却損 2,041 24,124

雑損失 2,345 4,599

営業外費用計 54,844 83,680

経常利益 2,337,544 2,484,127

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 ─ 8,607

 有形固定資産売却益 ※4  5,893 ※4  ─

投資有価証券売却益 15,540 ─

特別利益計 21,433 8,607

特別損失 

固定資産除却損 ※5  ─   ※5  76,802

投資有価証券評価損 ─ 6,940

 減損損失 ※6  ─ ※6  7,425

特別損失計 ─ 91,168

税引前当期純利益 2,358,978 2,401,566

法人税、住民税及び事業税 800,141 919,322

法人税等調整額 139,020 67,472

法人税等合計 939,162 986,795

当期純利益 1,419,816 1,414,771
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(3)株主資本等変動計算書 
(単位：千円) 

         
前事業年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)
株主資本 

資本金 

前期末残高 1,681,400 1,681,400

当期変動額 

 当期変動額合計 ─ ─

 当期末残高 1,681,400 1,681,400

 資本剰余金 

 前期末残高 1,125,788 1,336,688

  当期変動額 

  新株の発行 210,900 ─

   当期変動額合計 210,900 ─

  当期末残高 1,336,688 1,336,688

利益剰余金 

 利益準備金 

  前期末残高 40,100 40,100

  当期変動額 

剰余金の配当 ─ ─

    当期変動額合計 ─ ─

   当期末残高 40,100 40,100

 別途積立金 

  前期末残高 2,500,000 3,000,000

  当期変動額 

別途積立金の積立 500,000 1,000,000

    当期変動額合計 500,000 1,000,000

   当期末残高 3,000,000 4,000,000

 繰越利益剰余金 

  前期末残高 1,663,340 2,273,470

  当期変動額 

剰余金の配当 △309,686 △409,875

別途積立金の積立 △500,000 △1,000,000

当期純利益 1,419,816 1,414,771

    当期変動額合計 610,129 4,895

   当期末残高 2,273,470 2,278,365

自己株式 

 前期末残高 △7,406 △247,406

 当期変動額 

  自己株式の取得 △240,000 ─

   当期変動額合計 △240,000 ─

 当期末残高 △247,406 △247,406
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(単位：千円) 

         
前連結会計年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)
当連結会計年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)
株主資本合計 

 前期末残高 7,003,222 8,084,252

 当期変動額 

  新株の発行 210,900 ─

  剰余金の配当 △309,686 △409,875

  当期純利益 1,419,816 1,414,771

  自己株式の取得 △240,000 ─

   当期変動額合計 1,081,029 1,004,895

  当期末残高 8,084,252 9,089,147

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

 前期末残高 41,285 13,409

 当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,876 △2,990

   当期変動額合計 △27,876 △2,990

  当期末残高 13,409 10,418

繰延ヘッジ損益 

 前期末残高 ─ ─

 当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ 1,947

   当期変動額合計 ─ 1,947

  当期末残高 ─ 1,947

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 41,285 13,409

  当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,876 △1,043

  当期変動額合計 △27,876 △1,043

 当期末残高 13,409 12,366

純資産合計 

前期残高 7,044,508 8,097,661

当期変動額 

 新株の発行 210,900 ─

 剰余金の配当 △309,686 △409,875

  当期純利益 1,419,816 1,414,771

  自己株式の取得 △240,000 ─

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,876 △1,043

  当期変動額合計 1,053,153 1,003,852

  当期末残高 8,097,661 9,101,514
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  該当事項はありません。 
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(5) 重要な会計方針 

 

                 期別 

項目 

前事業年度 
(

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づく時価

法によっております。 

  (評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。) 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法によって

おります。 

 (2)子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法によって

おります。 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

 

(2)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1)仕掛品･･･個別法による原価法によっ

ております。 

 

(2)貯蔵品･･･ 終仕入原価法による原価

法によっております。 

(1)仕掛品･･･個別法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げ

の方法）によっておりま

す。 
(1)貯蔵品･･･ 終仕入原価法による原  

価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）に
よっております。 

 
（会計方針の変更） 
  当事業年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基
準第９号 平成18年７月５日公表
分）を適用しております。 

  これにより営業利益、経常利益及
び税引前当期純利益は、それぞれ
77,080千円減少しております。 
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                 期別 

項目 

前事業年度 
(

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
(1)有形固定資産 

    建物（附属設備を除く） 

(イ)平成10年3月31日以前に取得

したもの 

旧定率法によっております。 

(ロ)平成10年4月1日から平成19年

3月31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

(ハ)平成19年4月1日以降に取得し

たもの 

   定額法によっております。 

  建物以外 

(イ)平成19年3月31日以前に取得

したもの 

旧定率法によっております。 

(ロ)平成19年4月1日以降に取得し

たもの 

定率法によっております。 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年3月

30日 法律第6号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年3月30日 政令第83号））に伴

い、平成19年4月1日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

（追加情報） 

なお、平成19年3月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から5

年間で均等償却する方法によってお

ります。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

    建物（附属設備を除く） 

(イ)平成10年3月31日以前に取得し

たもの 

旧定率法によっております。 

(ロ)平成10年4月1日から平成19年3

月31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

(ハ)平成19年4月1日以降に取得し

たもの 

   定額法によっております。 

  建物以外 

(イ)平成19年3月31日以前に取得し

たもの 

旧定率法によっております。 

(ロ)平成19年4月1日以降に取得し

たもの 

定率法によっております。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(2)無形固定資産 

定額法によっております。  

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可能

期間（3年）に基づく定額法によってお

ります。 

 のれんについては、５年均等償却に

よっております。 

 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。  

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可能

期間（3年）に基づく定額法によってお

ります。 
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                 期別 

項目 

前事業年度 
(

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
 

 

────────── (3)リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

   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、リース取引会計基準の改正適

用初年度開始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

処理によっております。 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額を計上しており

ます。 

 

（3）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業

年度における支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。 

 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（15年）

による定額法により、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理しており

ます。 

過去勤務債務は、その発生時に一

括処理しております。 

  

(5) 役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

  なお、平成15年６月に役員退職慰

労金制度を廃止しており、役員退職

慰労引当金残高は従前の制度による

在任役員に対する支給予定額であり

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

（3）役員賞与引当金 

同左 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

５  リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。 

────────── 
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                 期別 

項目 

前事業年度 
(

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
６ ヘッジ会計の方法 ────────── ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建予定取引の為替変動リスク

に対するヘッジとして為替予約取引

を行っております。 

③ヘッジ方針 

内規に基づき、外貨建取引に係る

為替変動リスクを回避する目的で為

替予約取引を行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引の実行時に、実行金

額を外貨建予定取引に対して振当て

ているため、その後の為替相場の変

動による相関関係は完全に確保され

ているので決算日における有効性の

評価を省略しております。 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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(6) 重要な会計方針の変更 

会計方針の変更 

 

前事業年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
―――――――――― 

（リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 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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表示方法の変更 

 

前事業年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
―――――――――― 

 

（貸借対照表） 

 「前払年金費用」は資産合計の100分の1を超えたた

め、当事業年度より区分掲記することとしました。 

 なお、前事業年度は投資その他の資産の「その他投

資」に48,060千円含まれております。 
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 

(平成20年3月31日) 

当事業年度 

(平成21年3月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

   買掛金       800,309千円 

   預り保証金     235,910 〃 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

   買掛金       1,119,191千円 

   預り保証金      256,500 〃 

※２ 当社においては、資金調達の安定性を確保しつつ、

必要に応じた機動的な資金調達を行うことにより、

資金効率の向上を図ることを目的として、コミット

メントライン契約を締結しております。 

当事業年度末におけるコミットメントライン契約

に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

なお、本契約には財務制限条項が付されておりま

す。 

 

コミットメントライン設定金額 4,000,000千円

借入実行残高  2,400,000 〃 

借入未実行残高 1,600,000千円
 

※２ 当社においては、資金調達の安定性を確保しつ

つ、必要に応じた機動的な資金調達を行うことによ

り、資金効率の向上を図ることを目的として、コミ

ットメントライン契約を締結しております。 

当事業年度末におけるコミットメントライン契約

に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

なお、本契約には財務制限条項が付されておりま

す。 

 

コミットメントライン設定金額 4,000,000千円

借入実行残高  1,500,000 〃 

借入未実行残高 2,500,000千円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 

(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

    給与手当                 2,013,375千円 

    法定福利費         466,978 〃 

減価償却費            73,001 〃 

賞与引当金繰入額           535,026 〃 

    退職給付費用           186,483 〃  

    業務委託費           406,068 〃   

    役員賞与引当金繰入額    30,000 〃 

 

 

     おおよその割合 

    販売費                47% 

        一般管理費           53〃 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

    給与手当                 1,548,648千円 

    法定福利費         449,942 〃 

減価償却費            144,139 〃 

賞与引当金繰入額           493,652 〃 

    退職給付費用           191,378 〃  

    業務委託費           713,867 〃   

    役員賞与引当金繰入額    20,000 〃 

    地代家賃          264,846 〃 

 

     おおよその割合 

    販売費                47% 

        一般管理費           53〃 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、12,121千円

であります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、8,504千円で

あります。 

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

     外注費              6,944,398千円 

受取配当金              116,000 〃 

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

     外注費              6,898,837千円 

受取配当金               53,000 〃 

※４ 有形固定資産売却益の内訳 

土地           5,893千円 

 

※４       ―――――――――― 

※５     ────────── ※５ 固定資産除却損の内訳 

ソフトウェア       76,802千円 

 

※６       ―――――――――― 

 

※６  減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。 

（1）グルーピング方法 

当社においては、継続的に収支の把握がなされてい

る単位を基礎として算定しており、事業資産、共用資

産、賃貸資産、遊休資産ごとに資産のグルーピングを

行っております。 

（2）内容 

地域・用途 種類・減損損失 

RepTrack 

事業資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ 7,131千円 

ﾘｰｽ資産  294 〃 

  合  計     7,425千円 

RepTrack（事業資産）については、減損の兆候を認

識しており、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（7,425千円）として特別損失に計上いたしました。
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 7,109 150,000 － 157,109

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

普通株式の自己株式の株式数の増加150,000株は、取締役会決議による取得による増加であります 

 

当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 157,109 － － 157,109
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 (借主側) 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引 

 (借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

器具備品 2,022,801 1,020,026 1,002,774

ソフトウェア 79,148 26,804 52,343

合計 2,101,949 1,046,830 1,055,118
 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額

（千円）

器具備品 1,428,473 750,661 294 677,517

ソフトウェア 66,807 31,496 － 35,311

合計 1,495,281 782,157 294 712,829
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

     1年以内                    390,080千円 

     1年超                      714,649 〃    

       合計                     1,104,729千円 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 287,614千円 

１年超 436,659 〃  

合計 724,273千円 

リース資産減損勘定の残高 294千円 
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

    支払リース料                  435,263千円 

    減価償却費相当額              433,325 〃 

    支払利息相当額                 13,696 〃 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

及び減損損失 

支払リース料 405,803千円 

減価償却費相当額 386,298 〃  

支払利息相当額 16,884 〃  

減損損失 294 〃  
 

 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

   ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 

利息相当額の算定方法  

   ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

  ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

  利息相当額の算定方法 

  ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

 

(有価証券関係) 

  前事業年度（平成20年３月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  当事業年度（平成21年３月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

 

 

 

 

 -57-



 
 
㈱インテージ（4326）平成21年３月期決算短信 

 (税効果会計関係) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度 

(平成20年3月31日) 

当事業年度 

(平成21年3月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 退職給付引当金 716,195千円

 賞与引当金 474,911 〃

 ソフトウェア 89,702 〃

 未払費用 58,318 〃

 未払事業税 43,325 〃

 役員退職慰労引当金 11,800 〃

 貸倒損失 22,806 〃

 その他 35,646 〃 

  繰延税金資産小計 1,452,705千円

 評価性引当額    △45,600〃 

  繰延税金資産合計 1,407,104千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △9,199千円

 前払年金費用 △19,555 〃

  繰延税金負債合計 △28,755千円

  繰延税金資産の純額 1,378,348千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 退職給付引当金 723,290千円

 賞与引当金 464,614 〃

 ソフトウェア 103,204 〃

 未払費用 55,849 〃

 未払事業税 45,838 〃

 役員退職慰労引当金 11,800 〃

 貸倒損失 22,806 〃

 棚卸資産評価損 31,360 〃

 その他 31,503 〃 

  繰延税金資産小計 1,490,268千円

 評価性引当額    △48,424〃 

  繰延税金資産合計 1,441,843千円

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △7,147千円

 前払年金費用 △121,767 〃

  繰延税金負債合計 △128,915千円

  繰延税金資産の純額 1,312,927千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
 １株当たり純資産額         790円26銭  １株当たり純資産額         888円22銭 

 １株当たり当期純利益        136円78銭  １株当たり当期純利益        138円07銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

項  目 前事業年度 
(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
貸借対照表上の純資産の部の合計額 8,097,661千円 9,101,514千円

普通株式に係る純資産額 8,097,661千円 9,101,514千円

普通株式の発行済株式数 10,404千株 10,404千株

普通株式の自己株式数 157千株 157千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数 
10,246千株 10,246千株

 

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。 

項  目 前事業年度 
(
自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日) 
当事業年度 

(
自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 
損益計算書上の当期純利益 1,419,816千円 1,414,771千円

普通株式に係る当期純利益 1,419,816千円 1,414,771千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式の期中平均株式数 10,380千株 10,246千株

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６. その他 

(1) 役員の異動 (平成21年6月24日付) 

①新任取締役候補 

取締役 松本 享（現 ビジネスソリューションユニット ユニットディレクター） 

社外取締役 上原 征彦（現 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授） 

②退任予定取締役 

取締役 宮﨑 宏 

社外取締役 井上 康三郎 
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