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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,140 ― △315 ― △326 ― △209 ―

20年3月期第1四半期 1,253 △45.4 △193 ― △201 ― △118 ―

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

21年3月期第1四半期 △5,651.59 ―

20年3月期第1四半期 △3,193.94 ―

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月期第1四半期 8,250 1,736 21.0 46,921.15
20年3月期 6,771 2,436 36.0 65,845.52

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,736百万円 20年3月期  2,436百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― ― ― 2,500.00 2,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2,500.00 2,500.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 2,576 ― △604 ― △627 ― △375 ― △10,139.25

通期 6,740 22.4 262 ― 218 ― 118 ― 3,190.65

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) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期決算短信」（平成20年５月16日付）において公表した数値より変更しておりません。 
２．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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  36,999株 20年3月期  36,999株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  36,999株 20年3月期第1四半期  36,999株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当社グループは、ソフトウェア事業（福祉情報システム事業、医療情報システム事業）とコンサルティング事業を

展開しております。　

　福祉情報システム市場を取り巻く環境といたしましては、予防重視型システムへの転換、介護給付費の見直し、

新たなサービス体系の確立などに加え、経営の効率化・適正化がより一層求められる状況となってまいりました。

医療情報システム市場を取り巻く環境といたしましては、国民医療費の削減を主目的とする医療制度改革が、厚生

労働省によって推進されており、平成20年４月から「長寿(後期高齢者)医療制度」、「特定健康審査」、「特定保

健指導」等の新たな取り組みが開始されております。また、「診療報酬のマイナス改定」、「在院日数の短縮」、

「DPC(※)対象病院の拡大」、「医療機能情報公表制度」等は医療機関の経営に大きな影響を及ぼし、医療機関は

益々医療の質の向上・効率化への取組が求められております。

※DPC（Diagnosis Procedure Combination）

　診療報酬の算出方法の一種。従来の「出来高払い」方式では、医療行為が多いほど診療報酬が高くなってい

た。一方DPCでは、入院患者の傷病と治療行為をもとに、あらかじめ定めた一日当たりの定額の費用が支払われ

る。　

　このような市場環境のなか、福祉情報システム事業におきましては、新規開設事業者の獲得及び他社システム使

用ユーザーに対する拡販活動と当社既存ユーザーを中心にASPサービスへの移行を積極的に推進してまいりました。

顧客サービス関連においては、ユーザーに対し、より質の高いサポートサービスを提供し、顧客満足度向上に努め

てまいりました。この結果、ASPサービスの売上を中心に順調に推移しております。医療情報システム事業におき

ましては、将来における事業規模拡大に向けた販売体制の強化、営業員の育成、システムのバージョンアップ等の

体制強化を進めつつ、「医療事務管理システム」及び「電子カルテシステムER」を中心に販売活動を進めてまいり

ました。しかしながら、受注に想定以上の時間を要している状況となっております。

　コンサルティング事業におきましては、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定業務を中心に営業活動を展

開してまいりました。年度当初から早期受注に向けた営業活動に努めた結果、第１四半期の受注実績は計画値を上

回って推移しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,140百万円、経常損失は326百万円、四半期純損失は209百万

円となりました。

　なお、当社グループの売上高は、ソフトウェア事業及びコンサルティング事業とも、通常の営業形態として、年

度末にかけて需要が高まる傾向があるため第３・第４四半期連結会計期間と第１・第２四半期連結会計期間では相

違があります。特に第１四半期連結会計期間は他の四半期連結会計期間に比べ、少ない傾向があります。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は8,250百万円となり、前連結会計年度末に比べ943百万円増加しました。その主な要因

は、リース取引に関する会計基準を早期適用したことによりリース資産が1,079百万円、現金及び預金が126百万円、

繰延税金資産が121百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が412百万円減少したことによります。

　負債合計は6,514百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,247百万円増加しました。その主な要因は、リース取

引に関する会計基準を早期適用したことによりリース債務が1,079百万円、前受収益（長期前受収益含む）が417百

万円増加した一方で、未払法人税等が153百万円減少したことによります。

　純資産合計は1,736百万円となり、前連結会計年度末に比べ303百万円減少しました。その主な要因は、四半期純

損失209百万円及び、配当金の支払い92百万円による減少であります。

（キャッシュフローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ126百万円増加し、1,048百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因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 ]

　営業活動の結果得られた資金は、572百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失326百万円、

法人税等の支払額151百万円による資金の減少がある一方で、前受収益の増加額417百万円、売上債権の減少額412

百万円、減価償却費368百万円により資金が増加したものであります。　
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[ 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、227百万円となりました。これは主に、医療事務管理システム、電子カルテシ

ステムER、ホームヘルプサービス管理システム等の開発による無形固定資産（ソフトウェア、ソフトウェア仮勘

定）の取得による支出であります。

[ 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、218百万円となりました。これは、短期借入金の純増額70百万円による資金の

増加がある一方で、ファイナンス・リース債務の返済による支出112百万円、配当金の支払額92百万円、長期借入

金の返済による支出83百万円により資金が減少したものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　福祉情報システム事業につきましては、ASPサービス事業を軸にさらなる強化を図り、新規顧客の獲得と平成21

年４月に予定されている改正介護保険法に伴うシステム入替需要により他社ユーザーからの切り替えを促進し、市

場シェアの維持・拡大に向けた取組みを積極的に進めてまいります。また、既存ユーザーに対してもASPサービス

への移行を積極的に進めることで安定的かつ永続的な取引を実現し、ユーザーとの一層の関係強化と市場環境に左

右されない安定した収益基盤の拡大を図ってまいります。医療システム事業では、病院市場はレセプトオンライン

の義務化等によりIT化のニーズが更に高まり、商談案件も増加するものと予想されることから、計画達成に向け販

売パートナーとの関係強化及び自社販売体制の強化を引き続き推進してまいります。

　コンサルティング事業におきましては、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画等の策定業務を中心に取組んでま

いります。また、年度後半には次年度の策定業務につながる次世代育成支援行動計画関連のニーズ調査業務の需要

が見込まれます。

　以上により、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきまして、平成20年５月16日に発表いたしました

「平成20年３月期決算短信」に記載しております業績予想から変更はありません。

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）

　該当事項はありません。

（２）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

　１．簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決

算において算定した貸倒実績率を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用しております。

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。

（３）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

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる損益への影響は軽微であります。

－ 3 －

株式会社ワイズマン（3752）　平成21年3月期　第１四半期決算短信



３．リース取引に関する会計基準の適用

　　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、「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（企業会計審議

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））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、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の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が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、期首に

前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとして、リース資産に計上する

方法によっております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に575,988千円、無形固定資産に

503,793千円それぞれ計上されております。また、営業活動によるキャッシュ・フローが103,565千円（収入）、

財務活動によるキャッシュ・フローが103,565千円（支出）それぞれ増加しております。なお、損益への影響は

ありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,048,630 922,533

受取手形及び売掛金 1,279,638 1,692,081

商品 17,297 16,577

仕掛品 27,083 9,948

貯蔵品 2,379 1,718

繰延税金資産 299,561 206,137

その他 181,352 144,727

貸倒引当金 △11,600 △14,998

流動資産合計 2,844,343 2,978,727

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,208,481 1,208,481

減価償却累計額 △155,488 △139,861

建物及び構築物（純額） 1,052,993 1,068,619

工具、器具及び備品 310,526 310,526

減価償却累計額 △205,498 △196,865

工具、器具及び備品（純額） 105,027 113,661

土地 629,890 629,890

リース資産 630,976 －

減価償却累計額 △54,988 －

リース資産（純額） 575,988 －

有形固定資産合計 2,363,899 1,812,171

無形固定資産   

ソフトウエア 970,640 1,121,272

ソフトウエア仮勘定 287,180 150,775

リース資産 503,793 －

その他 11,711 11,849

無形固定資産合計 1,773,325 1,283,898

投資その他の資産   

投資有価証券 39,744 40,262

繰延税金資産 1,021,976 993,773

その他 268,635 255,688

貸倒引当金 △61,100 △57,661

投資その他の資産合計 1,269,256 1,232,062

固定資産合計 5,406,481 4,328,132

資産合計 8,250,824 7,306,859
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 80,873 127,497

短期借入金 730,000 660,000

1年内返済予定の長期借入金 302,660 318,740

未払金 270,232 265,749

リース債務 439,959 36,285

未払法人税等 6,807 160,322

未払費用 167,893 164,181

前受収益 1,077,946 696,869

賞与引当金 69,450 112,083

その他 58,624 65,657

流動負債合計 3,204,447 2,607,385

固定負債   

長期借入金 1,353,990 1,421,130

リース債務 805,018 129,158

退職給付引当金 156,608 151,249

長期前受収益 994,724 958,782

固定負債合計 3,310,340 2,660,320

負債合計 6,514,788 5,267,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 992,225 992,225

資本剰余金 711,325 711,325

利益剰余金 49,898 351,499

株主資本合計 1,753,449 2,055,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,413 △15,896

評価・換算差額等合計 △17,413 △15,896

純資産合計 1,736,035 2,039,153

負債純資産合計 8,250,824 7,306,859
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,140,394

売上原価 892,642

売上総利益 247,752

販売費及び一般管理費 563,703

営業損失（△） △315,951

営業外収益  

受取利息及び配当金 456

受取手数料 358

その他 43

営業外収益合計 858

営業外費用  

支払利息 11,422

営業外費用合計 11,422

経常損失（△） △326,515

特別利益  

貸倒引当金戻入額 498

特別利益合計 498

税金等調整前四半期純損失（△） △326,017

法人税、住民税及び事業税 4,712

法人税等調整額 △121,626

法人税等合計 △116,914

四半期純損失（△） △209,103
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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損失（△） △326,017

減価償却費 368,721

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,633

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,358

受取利息及び受取配当金 △456

支払利息 11,422

売上債権の増減額（△は増加） 412,443

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,516

その他の資産の増減額（△は増加） △40,118

仕入債務の増減額（△は減少） △46,624

未払金の増減額（△は減少） 4,483

未払費用の増減額（△は減少） 3,735

前受収益の増減額（△は減少） 417,018

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,756

その他の負債の増減額（△は減少） 24,944

小計 734,046

利息及び配当金の受取額 456

利息の支払額 △11,097

法人税等の支払額 △151,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 572,184

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △225,184

投資有価証券の取得による支出 △999

その他 △1,603

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,787

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 70,000

長期借入金の返済による支出 △83,220

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △112,582

配当金の支払額 △92,497

財務活動によるキャッシュ・フロー △218,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,096

現金及び現金同等物の期首残高 922,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,048,630
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,253,135

Ⅱ　売上原価 915,884

売上総利益 337,250

Ⅲ　販売費及び一般管理費 531,215

営業損失（△） △193,965

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息及び配当金 464

２．賃貸収入 920

３．その他　 490

　　営業外収益合計 1,874

Ⅴ　営業外費用  

　　支払利息 9,167

　　営業外費用合計　 9,167

経常損失（△） △201,257

Ⅵ　特別損失  

　固定資産除却損 14

特別損失合計　 14

税金等調整前四半期純損失（△） △201,272

税金費用 △83,099

四半期損失（△） △118,172
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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損失（△）　 △201,272

減価償却費 277,474

貸倒引当金の増減額（減少：△）　 △4,086

賞与引当金の増減額（減少：△）　 △177,634

退職給付引当金の増減額（減少：△） 2,948

受取利息及び受取配当金　 △464

支払利息　 9,167

固定資産除却損　 14

売上債権の増減額（増加：△）　 248,077

たな卸資産の増減額（増加：△）　 3,144

その他資産の増減額（増加：△）　 △42,795

仕入債務の増減額（減少：△）　 △37,048

未払金の増減額（減少：△）　 △16,508

未払費用の増減額（減少：△）　 △5,968

前受収益の増減額（減少：△）　 435,946

未払消費税等の増減額（減少：△）　 67,502

その他負債の増減額（減少：△）　 57,141

小計 615,639

利息及び配当金の受取額　 464

利息の支払額　 △8,908

法人税等の支払額　 △9,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 598,060

Ⅱ　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 △2,827

無形固定資産の取得による支出　 △229,487

投資有価証券の取得による支出　 △1,499

その他　 △11,488

投資活動によるキャッシュ・フロー △245,302

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（減少：△）　 △75,000

長期借入金の返済による支出　 △60,920

配当金の支払額　 △147,996

財務活動によるキャッシュ・フロー △283,916
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
　　（減少額：△）

68,842

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,077,372

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,146,214
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