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

23年3月期第3四半期 25,799 6.5 2,360 11.0 2,333 10.9 1,271 21.1
22年3月期第3四半期 24,226 0.2 2,127 1.2 2,103 0.8 1,050 △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

23年3月期第3四半期 126.45 ―

22年3月期第3四半期 102.50 ―

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3四半期 23,422 13,117 56.0 1,303.84
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3四半期  13,112百万円 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 12.1 187.22

s4700
新規スタンプ



(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）3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.4「その他」をご覧ください。）

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3Q  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3Q  347,431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3Q  10,056,672株 22年3月期3Q  10,246,891株
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※ 当社では、個人投資家向けの皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催していま
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当社グループの当第３四半期の連結業績は、売上高25,799万円（前年同期比6.5%増）、営業利益

2,360百万円（同11.0%増）、経常利益2,333百万円（同10.9%増）、四半期純利益1,271百万円（同21.1%

増）となりました。 

  

 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、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、

personal eye顧客の契約切り替えも順調に進んでおります（personal eyeは本年３月をもって終了）。

  カスタムリサーチ分野は、前年度上期、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、一昨年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17,713百万円（前年同期比7.7%増）、営業利

益は1,881百万円（同5.5%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は、前年受注した大型案件に替わる新規案件の獲得ができず、減収減益

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3,469百万円(前年同期比7.6%減)、営業損失は14

百万円(前年同期の営業利益は38百万円)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、モニタリング業務での新規案件獲得が寄与し売上が増

加、データマネージメント・解析業務も堅調に推移し、全体として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4,616百万円(前年同期比14.6%増)、営業利益は493百万円

(同61.1%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193百万円増加し、13,327百万円となりました。これは、受取

手形及び売掛金が994百万円減少したものの、仕掛品が1,291百万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121百万円減少し、10,094百万円となりました。これは、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227百万円増加したものの、有形固

定資産が158百万円、無形固定資産が181百万円減少したことによるものです。 

 この結果、総資産は72百万円増加し、23,422百万円となりました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ494百万円減少し、5,528百万円となりました。これは主に、短

期借入金が330百万円増加したもの、未払法人税等が760百万円、賞与引当金が650百万円減少したこと

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163百万円減少し、4,776百万円となりました。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658百万円減少し、10,304百万円となりました。 

  

（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730百万円増加し、13,117百万円となりま

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1,271百万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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3,453百万円（前年同四半期比880百万

円の減少）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1,302百万円の増加（前年同四半期比194百万円の減少）と 

なりました。これは、法人税等の支払による支出1,682百万円、たな卸資産の増加による支出1,293百万

円、税金等調整前四半期純利益2,375百万円の計上、売上債権の減少による収入1,042百万円などによる

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865百万円の減少（前年同四半期比690百万円の増加）となりま

した。これは、無形固定資産の取得による支出551百万円、差入保証金の差入による支出247百万円など

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471百万円の減少（前年同四半期比1,555百万円の減少）となり

ました。これは、短期借入れによる収入1,188百万円、長短借入金の返済による支出998百万円、配当金

の支払い502百万円などによるものです。 

  

第４四半期の業績についてはまだ変動要素が残されておりますが、当第３四半期の業績はほぼ計画通

りに推移しておりますので、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。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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） 

 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。 

（「企業結合に関する会計基準」等の適用） 

 第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月

26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準22号 平成20年12月26日）、「『研究開発

費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

 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３四半期連

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,453,054 3,520,286

受取手形及び売掛金 6,089,575 7,083,585

仕掛品 2,597,011 1,305,879

貯蔵品 29,719 29,281

繰延税金資産 592,737 823,295

その他 573,006 378,961

貸倒引当金 △7,733 △7,476

流動資産合計 13,327,372 13,133,814

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,923,916 2,095,613

器具備品（純額） 399,810 453,663

土地 1,998,156 1,998,156

リース資産（純額） 752,861 686,105

その他（純額） 104 142

有形固定資産合計 5,074,849 5,233,681

無形固定資産

のれん 1,115,895 1,396,948

その他 1,325,262 1,225,499

無形固定資産合計 2,441,158 2,622,448

投資その他の資産

繰延税金資産 1,046,696 1,052,307

その他 1,532,132 1,307,582

投資その他の資産合計 2,578,829 2,359,890

固定資産合計 10,094,836 10,216,020

資産合計 23,422,209 23,349,834
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,528,494 1,735,007

短期借入金 759,800 429,540

未払法人税等 295,563 1,055,613

賞与引当金 679,743 1,330,215

ポイント引当金 251,933 158,844

役員賞与引当金 20,400 26,630

その他 1,992,221 1,287,247

流動負債合計 5,528,156 6,023,099

固定負債

長期借入金 2,000,000 2,140,000

退職給付引当金 2,170,890 2,213,733

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 576,885 557,601

固定負債合計 4,776,775 4,940,335

負債合計 10,304,932 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 10,658,620 9,889,750

自己株式 △532,923 △532,556

株主資本合計 13,143,785 12,375,283

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,578 13,710

為替換算調整勘定 △40,205 △10,469

評価・換算差額等合計 △31,626 3,240

少数株主持分 5,117 7,876

純資産合計 13,117,277 12,386,399

負債純資産合計 23,422,209 23,349,834

㈱インテージ（4326）平成23年3月期　第3四半期決算短信

- 6 -



(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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 24,226,724 25,799,104

売上原価 16,768,522 18,195,146

売上総利益 7,458,202 7,603,957

販売費及び一般管理費 5,330,658 5,243,034

営業利益 2,127,544 2,360,923

営業外収益

受取利息 1,046 1,214

受取配当金 3,945 7,282

受取保険金及び配当金 22,603 19,576

その他 9,611 13,826

営業外収益合計 37,207 41,900

営業外費用

支払利息 31,028 34,253

支払手数料 7,134 9,608

器具備品等除却損 4,992 1,442

為替差損 12,786 23,872

その他 5,455 220

営業外費用合計 61,397 69,397

経常利益 2,103,355 2,333,426

特別利益

株式割当益 － 10,304

投資有価証券売却益 895 －

受取保険金 － 45,438

特別利益合計 895 55,742

特別損失

退職給付制度改定損 78,433 12,634

投資損失引当金繰入額 27,835 －

投資有価証券評価損 － 1,123

貸倒損失 46,313 －

特別損失合計 152,582 13,758

税金等調整前四半期純利益 1,951,668 2,375,410

法人税、住民税及び事業税 691,341 866,149

法人税等調整額 211,791 239,689

法人税等合計 903,132 1,105,838

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,269,572

少数株主損失（△） △1,758 △2,136

四半期純利益 1,050,293 1,271,709
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 8,470,276 8,756,482

売上原価 5,891,167 6,176,896

売上総利益 2,579,108 2,579,585

販売費及び一般管理費 1,771,881 1,795,298

営業利益 807,227 784,287

営業外収益

受取利息 238 235

受取配当金 995 4,154

受取保険金及び配当金 18,120 19,086

その他 1,651 3,448

営業外収益合計 21,005 26,924

営業外費用

支払利息 12,488 11,556

支払手数料 2,355 2,871

器具備品等除却損 1,395 223

為替差損 5,362 5,239

その他 12 29

営業外費用合計 21,612 19,921

経常利益 806,621 791,290

特別利益

投資有価証券売却益 681 －

特別利益合計 681 －

特別損失

投資損失引当金繰入額 △503 －

貸倒損失 46,313 －

特別損失合計 45,810 －

税金等調整前四半期純利益 761,492 791,290

法人税、住民税及び事業税 23,768 21,005

法人税等調整額 321,364 346,994

法人税等合計 345,133 367,999

少数株主損益調整前四半期純利益 － 423,290

少数株主損失（△） △3,218 △247

四半期純利益 419,577 423,537
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 1,951,668 2,375,410

減価償却費 710,797 874,411

のれん償却額 213,411 280,714

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） 28,197 △55,478

賞与引当金の増減額（△は減少） △656,001 △650,471

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,400 △6,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） 281 257

ポイント引当金の増減額（△は減少） 75,928 93,088

投資損失引当金の増減額（△は減少） 27,835 －

受取利息及び受取配当金 △4,992 △8,497

支払利息 31,028 34,253

器具備品等除却損 4,992 1,442

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） △895 －

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） 853,441 1,042,419

たな卸資産の増減額（△は増加） △826,666 △1,293,360

仕入債務の増減額（△は減少） △74,928 △226,455

未払消費税等の増減額（△は減少） △58,250 33,780

その他 490,246 512,042

小計 2,837,128 3,010,781

利息及び配当金の受取額 4,992 8,497

利息の支払額 △27,045 △33,852

法人税等の支払額 △1,317,607 △1,682,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,497,467 1,302,867

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 △60,540 △1,200

定期預金の払戻による収入 115,600 37,122

有形固定資産の取得による支出 △256,417 △81,899

投資有価証券の取得による支出 △54,767 △9,094

投資有価証券の売却による収入 10,755 －

貸付けによる支出 △1,490 △900

貸付金の回収による収入 2,253 1,242

無形固定資産の取得による支出 △449,233 △551,229

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得
による支出

△848,338 －

差入保証金の回収による収入 2,639 14,871

差入保証金の差入による支出 △3,440 △247,760

その他 △13,038 △26,571

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,556,017 △865,418
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 6,410,000 1,188,310

短期借入金の返済による支出 △4,420,000 △680,000

長期借入金の返済による支出 △326,300 △318,000

自己株式の取得による支出 － △367

配当金の支払額 △504,542 △502,376

リース債務の返済による支出 △74,553 △158,786

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,084,604 △471,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,336 2,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,030,390 △31,309

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 4,334,001 3,453,054
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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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

5,858,500 1,285,478 1,326,297 8,470,276 ─ 8,470,276

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 5,858,500 1,285,478 1,326,297 8,470,276 (─) 8,470,276

営業利益 702,966 15,334 88,927 807,227 ─ 807,227

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

16,442,509 3,755,076 4,029,138 24,226,724 ─ 24,226,724

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 16,442,509 3,755,076 4,029,138 24,226,724 (─) 24,226,724

営業利益 1,783,014 38,085 306,445 2,127,544 ─ 2,127,544
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前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21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90％を超えているため、記載を省略 

  しております。 

   

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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90％を超えているため、記載を省略 

  しております。 

  

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21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。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

  

【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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31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 17,713,942 3,469,057 4,616,104 25,799,104

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─

計 17,713,942 3,469,057 4,616,104 25,799,104

セグメント利益（△損失） 1,881,613 △14,309 493,618 2,360,923

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 6,210,016 1,064,363 1,482,101 8,756,482

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 6,210,016 1,064,363 1,482,101 8,756,482

セグメント利益（△損失） 736,941 △45,804 93,149 784,287
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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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