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1.  平成23年4月期第3四半期の業績（平成22年5月1日～平成23年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第3四半期 4,256 △20.2 584 △53.9 579 △54.2 335 △54.8
22年4月期第3四半期 5,333 55.4 1,269 219.8 1,266 231.3 741 316.5

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4月期第3四半期 62.87 ―
22年4月期第3四半期 138.53 ―

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4月期第3四半期 7,598 6,879 90.5 1,289.14
22年4月期 8,593 6,806 79.2 1,275.38

（参考） 自己資本   23年4月期第3四半期  6,879百万円 22年4月期  6,806百万円

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4月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
23年4月期 ― 0.00 ―
23年4月期 

（予想）
50.00 50.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30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 9,000 13.5 2,090 15.6 2,097 15.4 1,260 18.1 236.11



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」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4月期3Q 5,488,000株 22年4月期  5,488,000株
② 期末自己株式数 23年4月期3Q  151,168株 22年4月期  151,022株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期3Q 5,336,855株 22年4月期3Q 5,354,085株

※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報告書レビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは完了しております。 

※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、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあるものの、円高の進行、中東情勢の緊迫化に

伴う原油価格の高騰など、不安定な外部環境に影響を受け、依然として停滞感が見られる状況にありました。収益改

善の流れを受けて、企業の設備投資意欲にも持ち直しの気配がありますが、設備過剰感を完全に払拭するには至ら

ず、回復のペースは緩やかなまま推移しました。医療業界におきましても、診療報酬については10年ぶりのプラス改

定が実施されたものの、医療費の抑制、及び適正化が依然として強く意識される状況下にあります。その反面で勤務

医や介護職員の処遇改善、また救急医療及び周産期・小児医療の充実等、担うべき負担は増大し、病院経営を取り巻

く環境は厳しいものとなっております。 

  このような中で当社は、医療の効率化、及びクオリティ向上に不可欠な統合系医療情報システムである、電子カル

テシステムの開発・販売を中心に事業を展開し、積極的に受注を獲得してまいりました。平成22年11月には、医療業

界で非常に高い注目を集めているクリティカルパスについて、「クリティカルパス勉強会」（19病院・51名参加）を

主催し、活発な意見交換を行いました。平成23年５月にも次回の開催が予定されており、引き続きニーズへの的確な

対応を進めてまいります。今後も、顧客病院との堅固な関係性の継続と顧客満足度の向上に対して真摯に取り組む所

存であります。また、案件の集中が予想される第４四半期会計期間に向けましては、円滑な稼動のために綿密な社内

調整を行っております。  

  医療業界のシステム投資意欲の低調状態は長期化し、市場における有力ベンダー数社の競争は避けられないものと

なっております。そのような中で、当第３四半期累計期間の当社の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比

％減）、受注高 百万円（同 ％増）、受注残高 百万円（同 ％増）、利益面におきましては、

営業利益 百万円（同 ％減）、経常利益 百万円（同 ％減）、四半期純利益 百万円（同 ％減）と

なりました。なお、セグメントの業績につきましては、当社は医療情報システム事業の単一セグメントであるため、

上述と同様となります。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

<資産・負債及び純資産の状況> 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金 百万円の減少、たな卸資産 百万円の増加、及び売上債権 百万円の増

加によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円となりま

した。主な要因は、仕入債務 百万円の減少、及び未払法人税等 百万円の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末の純資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円増加し、 百万円となり

ました。主な要因は、四半期純利益 百万円及び第41期利益剰余金の配当金 百万円によるものであります。 

  

<キャッシュ・フローの状況> 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

百万円減少し、 百万円となりました。 

  当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円の収入）となりました。これは主に、税

引前四半期純利益 百万円、たな卸資産増加額 百万円、仕入債務減少額 百万円、売上債権増加額 百万円、

法人税等の支払額 百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。これは主に、定

期預金の払戻による収入 百万円と、定期預金の預入による支出 百万円、及び有形固定資産の取得による支出

百万円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） 

 財務活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。これは主に配当金

の支払額 百万円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年４月期の業績予想につきましては、平成22年6月11日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。  

 また、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理については、該当事項はありません。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「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。  

 これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。 

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,299,269 3,770,878

受取手形及び売掛金 1,210,817 928,268

商品 300,307 56,183

仕掛品 225,078 97,572

その他 63,318 121,028

貸倒引当金 △7,258 △6,976

流動資産合計 4,091,532 4,966,955

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,291,388 1,373,085

構築物（純額） 19,845 21,413

工具、器具及び備品（純額） 101,267 128,307

土地 1,629,652 1,629,652

有形固定資産合計 3,042,154 3,152,458

無形固定資産 10,214 11,071

投資その他の資産   

投資有価証券 281,089 285,900

関係会社株式 20,000 20,000

その他 153,264 157,002

投資その他の資産合計 454,354 462,903

固定資産合計 3,506,723 3,626,434

資産合計 7,598,256 8,593,389

負債の部   

流動負債   

買掛金 350,674 519,386

未払法人税等 56,531 611,086

前受金 178,595 353,558

その他 132,514 302,702

流動負債合計 718,315 1,786,733

負債合計 718,315 1,786,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,010,800 1,010,800

利益剰余金 5,182,424 5,113,738

自己株式 △162,180 △161,967

株主資本合計 6,878,444 6,809,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,495 △3,314

評価・換算差額等合計 1,495 △3,314

純資産合計 6,879,940 6,806,655

負債純資産合計 7,598,256 8,593,389



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 5,333,130 4,256,458

売上原価 3,448,913 2,964,557

売上総利益 1,884,216 1,291,901

販売費及び一般管理費 615,014 707,187

営業利益 1,269,202 584,713

営業外収益   

受取利息 1,624 3,607

受取配当金 1,950 1,573

その他 2,562 2,781

営業外収益合計 6,137 7,962

営業外費用   

支払利息 － 118

投資有価証券評価損 8,370 12,910

営業外費用合計 8,370 13,028

経常利益 1,266,969 579,646

特別利益   

投資有価証券売却益 － 140

特別利益合計 － 140

特別損失   

固定資産除却損 4,439 912

特別損失合計 4,439 912

税引前四半期純利益 1,262,530 578,873

法人税、住民税及び事業税 516,041 188,228

法人税等調整額 4,798 55,110

法人税等合計 520,839 243,338

四半期純利益 741,690 335,535



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,262,530 578,873

減価償却費 136,595 117,954

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170 281

受取利息及び受取配当金 △3,574 △5,181

支払利息 － 118

投資有価証券評価損益（△は益） 8,370 12,910

投資有価証券売却損益（△は益） － △140

固定資産除却損 4,439 912

売上債権の増減額（△は増加） △163,656 △282,549

たな卸資産の増減額（△は増加） △200,007 △371,629

仕入債務の増減額（△は減少） △9,527 △168,711

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,625 △108,828

前受金の増減額（△は減少） 91,302 △174,962

その他の流動負債の増減額（△は減少） 36,774 △56,489

その他 6,676 △10,134

小計 1,167,467 △467,573

利息及び配当金の受取額 3,379 4,773

利息の支払額 － △118

法人税等の支払額 △462,133 △729,789

営業活動によるキャッシュ・フロー 708,713 △1,192,708

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △9,543 △11,721

無形固定資産の取得による支出 △7,401 △1,780

定期預金の預入による支出 △300,000 △1,800,000

定期預金の払戻による収入 － 700,000

投資有価証券の取得による支出 － △4,200

投資有価証券の売却による収入 － 4,340

短期貸付金の回収による収入 925 291

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,020 △1,113,069

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 － 100,000

短期借入金の返済による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 － △212

配当金の支払額 △224,602 △265,618

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,602 △265,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,091 △2,571,608

現金及び現金同等物の期首残高 1,931,461 3,470,878

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,099,552 899,269



 該当事項はありません。  

  

  

  当社は、医療情報システム事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。 

  

    （追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「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。   

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

当社は、医療情報システム事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況を種類に拠って記載してお

ります。 

  

（１）ハードウェア仕入実績 

   ハードウェアの仕入実績を示すと、次のとおりであります。  

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）受注実績 

   受注実績を種類別に示すと、次のとおりであります。  

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）販売実績 

   販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．前第３四半期累計期間及び当第３四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売

実績に対する割合は、次のとおりであります。 

      ３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

４．補足情報

種類 
当第３四半期累計期間 

（自 平成22年５月１日 
至 平成23年１月31日） 

  
     前年同四半期比（％）  

  

ハードウェア（千円）  962,173  65.2

合計（千円）  962,173  65.2

 種類 

  
受注高 

  

  
受注残高 

  

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年１月31日）

前年同四半期比

（％）  

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成22年５月１日 
至 平成23年１月31日） 

  

前年同四半期比

（％）  

ソフトウェア（千円）  3,589,553  141.5  2,594,922  310.1

ハードウェア（千円）  2,635,066  215.3  2,079,024  351.6

合計（千円）  6,224,619  165.5  4,673,946  327.3

種類 
当第３四半期累計期間 

（自 平成22年５月１日 
至 平成23年１月31日） 

  
   前年同四半期比（％）  

  

ソフトウェア（千円）  1,954,274  77.6

ハードウェア（千円）  825,096  52.2

保守サービス（千円）  1,477,087  119.6

合計（千円）  4,256,458  79.8

相手先 

前第３四半期累計期間 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年１月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年１月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

社会保険紀南病院  631,053  11.8 ― ― 

徳洲会インフォメーションシ 

ステム株式会社 
― ―  695,511  16.3
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