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1. 平成26年10月期第3四半期の業績（平成25年11月1日～平成26年7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 ％

26年10月期第3四半期 10,643 49.4 2,984 114.8 3,025 110.2 1,873 108.9
25年10月期第3四半期 7,123 △13.8 1,389 △37.7 1,439 △35.7 897 △30.9

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

26年10月期第3四半期 357.23 ―
25年10月期第3四半期 169.68 ―

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

26年10月期第3四半期 13,650 11,335 83.0 2,165.13
25年10月期 11,483 9,940 86.6 1,880.27
（参考）自己資本 26年10月期第3四半期 11,335百万円 25年10月期 9,940百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 
  平成26年10月期（予想）期末配当金の内訳 ： 普通配当60円00銭 記念配当10円00銭 

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

25年10月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
26年10月期 ― 0.00 ―
26年10月期（予想） 70.00 70.00

3. 平成26年10月期の業績予想（平成25年11月 1日～平成26年10月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 13,400 32.3 2,350 0.5 2,400 0.3 1,488 0.3 281.45



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年10月期3Q 5,488,000 株 25年10月期 5,488,000 株
② 期末自己株式数 26年10月期3Q 252,501 株 25年10月期 201,186 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年10月期3Q 5,245,648 株 25年10月期3Q 5,286,814 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の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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当第３四半期累計期間（平成25年11月１日から平成26年７月31日まで)におけるわが国経済は、政府

の金融政策や経済対策への期待感から景気は回復基調にあるものの、消費税増税に伴う影響への懸念な

ど、企業を取り巻く環境は依然として不透明な状況で推移しております。 

医療業界におきましては、高齢化により国民医療費が増大傾向にあり、病院・病床機能の分化、地域

連携の強化や在宅医療の充実等を通じて、医療機関は効率的で質の高い医療の提供を求められておりま

す。 

当社は、医療の効率化や品質向上、地域連携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、東西のエリア担当が各地域へのきめ細かい営業活動を効率

的にかつ積極的に行い、受注を獲得してまいりました。 

また、当社の強みである営業強化・製品拡充に繋がる既存顧客とのコミュニケーションの一環とし

て、既存顧客を対象に研修、勉強会等を開催しております。平成25年11月と平成26年５月にはクリティ

カル・パスの推進を目的とする「フレキシブルパス勉強会」を開催し、平成26年１月にはシステム管理

者を対象としてシステム管理業務に関する講義及び実際の端末操作を通じて、システム管理スキルの向

上を目的とする「システム管理者研修」を、大阪と東京で開催いたしました。 

市場における有力企業数社における競争は激しさを増しておりますが、医療業界のシステム投資意欲

は回復傾向にあります。その結果、売上高は10,643百万円（前年同期比49.4％増）、利益面におきまし

ては営業利益2,984百万円（同114.8％増）、経常利益3,025百万円（同110.2％増）、四半期純利益

1,873百万円（同108.9％増）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、セグメント別の記載を省略しております。  
  

（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2,166百万円増加し、

13,650百万円となりました。主な要因は、現金及び預金691百万円の増加、売上債権396百万円の減少、

たな卸資産356百万円の増加、及び有形固定資産1,510百万円の増加によるものであります。なお、有形

固定資産の増加要因は、「新本社ビル」を取得したことであります。 

（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772百万円増加し、2,314百

万円となりました。主な要因は、未払法人税等636百万円の増加、流動負債「その他」に含まれる未払

消費税等141百万円の増加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1,394百万円増加し、

11,335百万円となりました。主な要因は、四半期純利益1,873百万円、自己株式の取得168百万円及び第

45期利益剰余金の配当金317百万円によるものであります。 
  

平成26年10月期の業績予想につきましては、平成26年５月19日に発表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

なお、配当予想につきましては、同日（平成26年９月５日）に発表いたしました「平成26年10月期配

当予想の修正（記念配当）に関するお知らせ」のとおりです。 
  

該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

① 資産・負債及び純資産の状況

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年10月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成26年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,129,283 2,820,496

売掛金 1,482,525 1,085,941

商品 249,475 532,619

仕掛品 263,060 336,798

その他 219,541 203,662

貸倒引当金 △1,458 △1,067

流動資産合計 4,342,428 4,978,452

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,043,292 988,133

構築物（純額） 15,497 14,447

工具、器具及び備品（純額） 51,696 44,641

土地 3,715,622 3,715,622

建設仮勘定 2,014,142 3,587,783

有形固定資産合計 6,840,251 8,350,628

無形固定資産 2,893 1,477

投資その他の資産   

投資有価証券 145,165 166,037

関係会社株式 20,000 20,000

その他 132,346 133,434

投資その他の資産合計 297,511 319,471

固定資産合計 7,140,656 8,671,578

資産合計 11,483,084 13,650,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 631,977 667,987

未払法人税等 212,166 848,264

前受金 173,697 137,154

その他 524,622 661,106

流動負債合計 1,542,463 2,314,513

負債合計 1,542,463 2,314,513

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 8,303,215 9,859,915

自己株式 △248,460 △417,041

株主資本合計 9,912,954 11,301,074

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,666 34,442

評価・換算差額等合計 27,666 34,442

純資産合計 9,940,621 11,335,516

負債純資産合計 11,483,084 13,650,030
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（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24年11月１日 
 至 平成25年７月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年７月31日) 

売上高 7,123,173 10,643,387

売上原価 5,099,010 6,967,449

売上総利益 2,024,163 3,675,938

販売費及び一般管理費 634,610 691,590

営業利益 1,389,552 2,984,347

営業外収益   

受取利息 1,720 430

受取配当金 20,192 20,000

受取事務手数料 8,505 8,400

投資有価証券評価益 19,260 10,350

その他 2,046 2,711

営業外収益合計 51,724 41,891

営業外費用   

その他 1,796 345

営業外費用合計 1,796 345

経常利益 1,439,479 3,025,893

特別利益   

投資有価証券売却益 3,729 －

特別利益合計 3,729 －

特別損失   

固定資産除却損 138 22

特別損失合計 138 22

税引前四半期純利益 1,443,070 3,025,870

法人税、住民税及び事業税 349,057 1,186,981

法人税等調整額 196,960 △35,018

法人税等合計 546,018 1,151,962

四半期純利益 897,052 1,873,908
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該当事項はありません。 

  

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、記載を省略しております。 

  

当第３四半期累計期間のハードウェアの仕入実績について、当社は単一セグメントとしているため、

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。 

  

当第３四半期累計期間の受注実績について、当社は単一セグメントとしているため、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。 

  

当第３四半期累計期間の販売実績について、当社は単一セグメントとしているため、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）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

５．補足情報

（１）ハードウェア仕入実績

種類 
当第３四半期累計期間 
(自  平成25年11月１日 
至  平成26年７月31日) 

前年同期比（％） 

ハードウェア（千円）  3,630,284 178.4 

合計（千円） 3,630,284 178.4 
 

（２）受注実績

種類 

受注高 受注残高 

当第３四半期累計期間 
(自  平成25年11月１日 
至  平成26年７月31日) 

前年同期比 
（％） 

当第３四半期累計期間 
(自  平成25年11月１日 
至  平成26年７月31日) 

前年同期比 
（％） 

ソフトウェア（千円） 3,998,330 94.5 2,409,133 86.7 

ハードウェア（千円） 3,400,682 115.0 1,773,362 105.6 

合計（千円） 7,399,012 102.9 4,182,495 93.8 
 

（３）販売実績

種類 
当第３四半期累計期間 
(自  平成25年11月１日 
至  平成26年７月31日) 

前年同期比（％） 

ソフトウェア（千円） 4,464,195 161.5 

ハードウェア（千円） 3,873,361 165.2 

保守サービス（千円） 2,305,830 114.4 

合計（千円） 10,643,387 149.4 
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