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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 17,042 8.2 1,576 19.4 1,542 18.9 848 34.5
22年3月期第2四半期 15,756 △3.4 1,320 △16.3 1,296 △16.3 630 △23.9

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

23年3月期第2四半期 84.34 ―

22年3月期第2四半期 61.55 ―

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

23年3月期第2四半期 23,877 12,709 53.2 1,263.18
22年3月期 23,349 12,386 53.0 1,230.86

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  12,703百万円 22年3月期  12,378百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 50.00 50.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 37,229 7.8 3,399 4.4 3,359 4.2 1,882 12.1 187.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）4ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「その他の情報」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） 23年3月期2Q 10,404,000株 22年3月期  10,404,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  347,381株 22年3月期  347,209株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 10,056,714株 22年3月期2Q 10,246,891株
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当社グループの当第２四半期の連結業績は、売上高17,042百万円（前年同期比8.2%増）、営業利益

1,576百万円（同19.4%増）、経常利益1,542百万円（同18.9%増）、四半期純利益848百万円（同34.5%

増）となりました。なお、前連結会計年度におきましてインターネット調査専用モニター「キューモニ

ター」に調査協力の謝礼としてお支払いするポイントの不正交換が行われたため45百万円の特別損失を

計上いたしましたが、当第２四半期におきまして、「IT賠償責任保険」による保険の支払いを受け、45

百万円の特別利益を計上しております。 

  

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、SRI（全国小売店パネル調査）の売上が引き続き拡大したことによる増益、なら

びに開発商品であるRep Track（MR活動評価指標）が一定の売上に達したことによる利益改善により、

当分野は増収増益となりました。また、次世代消費者情報開発として、前期のSLI（全国女性消費者パ

ネル調査）に引き続きpersonal eye（個人消費者パネル調査）のリニューアルに関わる投資を行い、７

月にSCI-personalとして商用サービスを開始しました。 

カスタムリサーチ分野は、昨年の上期、経済環境悪化の影響を受けましたが、今期はインターネット

調査も復調、また、昨年10月に買収した中国の調査会社上海聯恒市場研究有限公司及び広州聯恒市場研

究有限公司など、グループ会社の寄与もあり、当分野も増収となりました。 

この結果、市場調査・コンサルティング事業の売上高は11,503百万円（前年同期比8.7%増）、営業利

益は1,144百万円（同6.0%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は、受託運用業務での処理量減などにより売上は減少しましたが、経費

を圧縮することにより、減収増益となりました。  

この結果、システムソリューション事業の売上高は2,404百万円(前年同期比2.6%減)、営業利益は31百

万円(同38.4%増)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、引き続きデータマネジメント・解析業務の売上が増加

し、モニタリング業務の売上も回復したため、全体として大幅な増収増益となりました。 

この結果、医薬品開発支援事業の売上高は3,134百万円(前年同期比16.0%増)、営業利益は400百万円

(同84.1%増)となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ475百万円増加し、13,609百万円となりました。これは、受取

手形及び売掛金が1,259百万円減少したものの、現金及び預金が565百万円、仕掛品が884百万円増加し

たことなどによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、10,267百万円となりました。これは、有形固

定資産が113百万円、無形固定資産が56百万円減少したものの、連結子会社であるアスクレップのオフ

ィス移転計画に伴う差入保証金が227百万円増加したことによるものです。 

 この結果、総資産は527百万円増加し、23,877百万円となりました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ391百万円増加し、6,414百万円となりました。これは主に、買

掛金が232百万円、未払法人税等が152百万円減少したものの、短期借入金が527百万円、賞与引当金が

135百万円増加したことなどによるものです。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べ186百万円減少し、4,753百万円となりました。これは主に長期

借入金が140百万円減少したことによるものです。 

 この結果、負債合計は204百万円増加し、11,168百万円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末と比較して322百万円増加し、12,709百万円となりま

した。これは主に、前期決算に係る配当金の支払いにより502百万円減少しましたが、四半期純利益の

計上により848百万円増加したことなどによるものです。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4,086百万円（前年同四半期比171百万

円の増加）となりました。  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,508百万円の増加（前年同四半期比45百万円の増加）と

なりました。これは、法人税等の支払による支出966百万円、たな卸資産の増加による支出891百万円、

税金等調整前四半期純利益1,584百万円の計上、売上債権の減少による収入1,304百万円などによるもの

です。 

②投資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・フローは697百万円の減少（前年同四半期比205百万円の減少）となりま

した。これは、無形固定資産の取得による支出405百万円、差入保証金の差入による支出248百万円など

によるものです。  

③財務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・フローは215百万円の減少（前年同四半期比154百万円の増加）となりま

した。これは、短期借入れによる収入600百万円、長期借入金の返済による支出212百万円、配当金の支

払い501百万円などによるものです。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期の業績はほぼ計画通りに推移しておりますが、第３四半期以降の業績についてはまだ変

動要素が残されており、平成22年5月11日に公表しました業績予想を据え置きます。 

なお、業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実

際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

  たな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、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

① 会計処理の原則・手続の変更 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20 

年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年3月31日）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

 ② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第1四半期連結累

計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

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

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,086,024 3,520,286

受取手形及び売掛金 5,824,314 7,083,585

仕掛品 2,190,225 1,305,879

貯蔵品 35,919 29,281

繰延税金資産 951,971 823,295

その他 528,840 378,961

貸倒引当金 △7,757 △7,476

流動資産合計 13,609,538 13,133,814

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,980,862 2,095,613

器具備品（純額） 417,123 453,663

リース資産（純額） 723,693 686,105

土地 1,998,156 1,998,156

その他（純額） 117 142

有形固定資産合計 5,119,953 5,233,681

無形固定資産   

のれん 1,209,467 1,396,948

その他 1,356,081 1,225,499

無形固定資産合計 2,565,549 2,622,448

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,035,058 1,052,307

その他 1,547,111 1,307,582

投資その他の資産合計 2,582,169 2,359,890

固定資産合計 10,267,672 10,216,020

資産合計 23,877,210 23,349,834

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,502,164 1,735,007

短期借入金 957,440 429,540

未払法人税等 902,979 1,055,613

賞与引当金 1,466,084 1,330,215

役員賞与引当金 13,600 26,630

ポイント引当金 229,325 158,844

その他 1,342,702 1,287,247

流動負債合計 6,414,296 6,023,099
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 2,000,000 2,140,000

退職給付引当金 2,160,226 2,213,733

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 564,617 557,601

固定負債合計 4,753,844 4,940,335

負債合計 11,168,140 10,963,434

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 10,235,083 9,889,750

自己株式 △532,843 △532,556

株主資本合計 12,720,328 12,375,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,701 13,710

為替換算調整勘定 △24,665 △10,469

評価・換算差額等合計 △16,963 3,240

少数株主持分 5,705 7,876

純資産合計 12,709,070 12,386,399

負債純資産合計 23,877,210 23,349,834
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 15,756,447 17,042,621

売上原価 10,877,354 12,018,249

売上総利益 4,879,093 5,024,372

販売費及び一般管理費 3,558,777 3,447,736

営業利益 1,320,316 1,576,635

営業外収益   

受取利息 808 979

受取配当金 2,950 3,128

受取保険金及び配当金 4,483 490

その他 7,960 10,378

営業外収益合計 16,201 14,976

営業外費用   

支払利息 18,540 22,696

支払手数料 4,778 6,737

器具備品等除却損 3,597 1,218

為替差損 － 18,632

その他 12,868 191

営業外費用合計 39,784 49,475

経常利益 1,296,734 1,542,136

特別利益   

株式割当益 － 10,304

投資有価証券売却益 213 －

受取保険金 － 45,438

特別利益合計 213 55,742

特別損失   

退職給付制度改定損 78,433 12,634

投資有価証券評価損 － 1,123

投資損失引当金繰入額 28,338 －

特別損失合計 106,771 13,758

税金等調整前四半期純利益 1,190,175 1,584,120

法人税、住民税及び事業税 667,572 845,143

法人税等調整額 △109,573 △107,304

法人税等合計 557,999 737,838

少数株主損益調整前四半期純利益 － 846,282

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,459 △1,889

四半期純利益 630,716 848,171
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,379,296 9,101,926

売上原価 5,800,573 6,612,686

売上総利益 2,578,722 2,489,239

販売費及び一般管理費 1,779,749 1,730,086

営業利益 798,973 759,153

営業外収益   

受取利息 689 730

受取配当金 450 450

受取保険金及び配当金 3,405 490

その他 4,760 4,124

営業外収益合計 9,305 5,794

営業外費用   

支払利息 10,143 12,728

支払手数料 2,314 6,737

器具備品等除却損 3,582 431

為替差損 － 12,753

その他 △3,406 △3,436

営業外費用合計 12,633 29,214

経常利益 795,644 735,733

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △125 △261

投資有価証券売却益 213 －

受取保険金 － 45,438

特別利益合計 88 45,177

特別損失   

投資損失引当金繰入額 28,338 －

特別損失合計 28,338 －

税金等調整前四半期純利益 767,394 780,911

法人税、住民税及び事業税 475,177 685,264

法人税等調整額 △119,390 △317,712

法人税等合計 355,786 367,551

少数株主損益調整前四半期純利益 － 413,359

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,289 △613

四半期純利益 410,317 413,972
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 1,190,175 1,584,120

減価償却費 456,053 566,107

のれん償却額 142,274 187,143

退職給付制度改定損 78,433 12,634

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,704 △66,141

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,875 135,869

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,200 △13,030

貸倒引当金の増減額（△は減少） 178 281

ポイント引当金の増減額（△は減少） 48,618 70,480

投資損失引当金の増減額（△は減少） 28,338 －

受取利息及び受取配当金 △3,758 △4,107

支払利息 18,540 22,696

器具備品等除却損 3,597 1,218

株式割当益 － △10,304

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △213 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,123

売上債権の増減額（△は増加） 1,244,950 1,304,506

たな卸資産の増減額（△は増加） △742,623 △891,962

仕入債務の増減額（△は減少） △233,429 △308,867

未払消費税等の増減額（△は減少） △107,110 △18,797

その他 29,624 △80,964

小計 2,222,619 2,492,006

利息及び配当金の受取額 3,758 4,107

利息の支払額 △16,136 △21,158

法人税等の支払額 △746,815 △966,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,463,426 1,508,724

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 △59,640 △1,200

定期預金の払戻による収入 57,800 37,122

有形固定資産の取得による支出 △232,988 △56,350

投資有価証券の取得による支出 △793 △8,401

投資有価証券の売却による収入 4,968 －

貸付けによる支出 △1,490 △900

貸付金の回収による収入 1,200 654

無形固定資産の取得による支出 △260,001 △405,904

差入保証金の回収による収入 927 12,843

差入保証金の差入による支出 △2,725 △248,100

その他 739 △26,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △492,003 △697,171
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 2,900,000 600,000

短期借入金の返済による支出 △2,510,000 －

長期借入金の返済による支出 △220,300 △212,000

自己株式の取得による支出 － △287

配当金の支払額 △503,710 △501,446

リース債務の返済による支出 △36,289 △101,709

財務活動によるキャッシュ・フロー △370,300 △215,443

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,608 5,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 610,730 601,660

現金及び現金同等物の期首残高 3,303,611 3,484,364

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,914,341 4,086,024
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(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 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(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 

  

(5) セグメント情報

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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,793,706 1,270,554 1,315,035 8,379,296 ─ 8,379,296

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 5,793,706 1,270,554 1,315,035 8,379,296 (─) 8,379,296

営業利益 738,490 17,547 42,935 798,973 ─ 798,973

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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

10,584,008 2,469,598 2,702,840 15,756,447 ─ 15,756,447

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 10,584,008 2,469,598 2,702,840 15,756,447 (─) 15,756,447

営業利益 1,080,047 22,750 217,517 1,320,316 ─ 1,320,316
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前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

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

  しております。 

   

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

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

  しております。 

  

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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。 

  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平成20

年３月21日)を適用しております。 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているものであります。 

 当社グループは、市場調査・コンサルティング、システムソリューションおよび医薬品開発支援に係る複数

の事業セグメントから構成されており、サービスの種類・性質及び販売市場等が概ね類似する複数の事業セグ

メントを集約し、「市場調査・コンサルティング」、「システムソリューション」および「医薬品開発支援」

の３つを報告セグメントとしております。 

 「市場調査・コンサルティング」は、パネル調査、カスタムリサーチを営んでおります。「システムソリュ

ーション」は、システム開発・運用・維持管理を営んでおります。「医薬品開発支援」は、ＣＲＯ(医薬品開発

業務受託機関)業務及びＳＭＯ（治験施設支援機関）業務を営んでおります。 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

【セグメント情報】

報告セグメント
合計 
  

（千円）
市場調査・コンサ

ルティング 
(千円)

システムソリュー
ション 
(千円)

医薬品開発支援 
(千円)

売上高

  外部顧客への売上高 11,503,925 2,404,694 3,134,002 17,042,621

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─

計 11,503,925 2,404,694 3,134,002 17,042,621

セグメント利益 1,144,672 31,495 400,468 1,576,635

報告セグメント
合計 
  

（千円）
市場調査・コンサ

ルティング 
(千円)

システムソリュー
ション 
(千円)

医薬品開発支援 
(千円)

売上高

  外部顧客への売上高 6,239,886 1,303,846 1,558,192 9,101,926

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 6,239,886 1,303,846 1,558,192 9,101,926

セグメント利益 595,712 40,749 122,690 759,153
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該当事項はありません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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