
平成20 年9月19日 

各  位 

会 社 名 株式会社データホライゾン 

代表者名 代表取締役社長 内海 良夫 

（コード番号：3628 東証マザーズ） 

問合せ先 経理部長 内藤 慎一郎 

（ＴＥＬ 082-279-5525） 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成20 年9月19日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。 

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

以 上 
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平成 21 年３ 月期 第１ 四半期決算短信 

平成20年９月19日 

上 場 会 社 名        株式会社データホライゾン 上場取引所   東 
コ ー ド 番 号        3628 ＵＲＬ  http://www.dhorizon.co.jp   
代   表   者 (役職名) 代 表取締役 社 長 (氏名) 内海 良夫  
問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) 経 理 部 長  (氏名) 内藤  慎一郎 ＴＥＬ (082)279－5525   
四半期報告書提出予定日 平 成－年－月－日   
  

（百万円未満切捨） 
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） 

(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 
20年３月期第１四半期 

320 
－ 

－ 
－ 

41 
－ 

－ 
－ 

41 
－ 

－ 
－ 

20 
－ 

－ 
－ 

 

 
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 
20年３月期第１四半期 

2.66（13.31） 
－  

 
 
－ 
－ 

（注）１ 当社グループは、20年３月期第１四半期は、四半期連結財務諸表を作成していないため、20年３月期第１四

半期および 21年３月期第１四半期の対前年同期増減率の記載をしておりません。 

２ 平成 20年８月１日付で５株を１株に併合しており、１株当たり四半期純利益については、（ ）内に併合後の

株数により記載しております。 
 
(2)連結財政状態 

 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 
20年３月期 

822 
847 

531 
511 

64.2 
59.9 

67.11（335.57） 
64.51（322.57） 

(参考) 自己資本       21年３月期第１四半期 528百万円  20年３月期 507百万円 

（注） 平成 20年８月１日付で５株を１株に併合しており、１株当たり純資産については、（ ）内に併合後の株数によ

り記載しております。 
 
２．配当の状況 

 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 －  0. 00 －  0. 00 0. 00 

21年３月期 －     
0. 00 

21年３月期（予想）  0. 00 －  0. 00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無  ： 無  
 
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） 
 

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 
通    期 

725   － 
1,551  28.0 

114   － 
317  25.7 

106   － 
308  23.5 

57   － 
175 △27.2 

36.50 
104.55 

（注）１ 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  ： 無 

２ 当社グループは、前第 2四半期連結累計期間は、四半期連結財務諸表を作成していないため、当第2四半期連

結累計期間の対前年同期増減率の記載をしておりません。 

３ 平成 20年８月１日付で５株を１株に併合しており、１株当たり四半期純利益については、併合後の株数によ
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り記載しております。 
 
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、５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） 
①会計基準等の改正に伴う変更   ： 有 
(注)詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他をご覧ください。 

 

②①以外の変更  ： 無 
(注)詳細は、５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） 

平成 20年８月１日付で５株を１株に併合しており、（ ）内に併合後の株数を記載しております。 

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 7,872,650株（1,574,530株）20年３月期 7,872,650株（1,574,530株） 

②期末自己株式数 
21年3月期第１四半期    ― 株（   ― 株）20年３月期    ― 株（   ― 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 7,872,650株（1,574,530株）20年３月期 7,872,650株（1,574,530株） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．上記の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、実際の業
績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、５
ページをご参照下さい。 
２．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)および「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。 
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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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題に端を

発する米国経済の減速懸念および円高など、景気は先行き不透明感を強める状況が続きました。 

また、当社グループの医療関連事業を取り巻く環境は、保険者については、医療費増加により財政状

態が厳しいなか医療制度改革法により、特定健診・特定保健指導の義務化などで負担が増加し、病院お

よび保険薬局については、医療費全体の抑制を目的とした諸施策が一層浸透しております。 

このような状況のなか、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、保険者の医療費

削減のニーズに応えたジェネリック医薬品通知サービスと、レセプトデータを利用した製薬会社向け情

報サービスが順調に推移したことなどで、売上高は３億20百万円となりました。 

損益面におきましても、営業利益は41百万円、経常利益は41百万円、四半期純利益は20百万円と順

調に推移しております。 

なお、サービス・製品別の売上高の状況は次のとおりであります。 

 

（注） 当社グループの主な事業は、医療関連の情報サービス、情報システムの開発および販売（以

下、「医療関連情報事業」という。）であり、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の

合計に占める「医療関連情報事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セ

グメントの記載を省略しております。 

<医療関連情報サービス> 

ジェネリック医薬品通知サービスは、地方公共団体（国民健康保険）に初めて提供を開始するなど

順調に拡大しております。当第１四半期連結会計期間末でサービスを提供している保険者の数は前連

結会計期間末から４団体増加し32団体となり、その加入者数は285万人に達し、我が国の国民人口の

２％を超えております。 

ジェネリック医薬品通知サービスの拡大にともない製薬会社向け情報サービスの売上高も順調に推

移し、医療関連情報サービスの売上高は、１億83百万円となりました。 

<医療関連情報システム> 

医療関連情報システムは、平成20年度の薬価改定・後期高齢者医療制度の開始により、病院向け

システムおよび保険薬局向けシステムの営業活動が停滞し、売上高は１億31百万円となりました。 

<その他> 

その他は、主に過去に販売しておりました医療関連以外のシステムのリプレースなどで、その売上

高は６百万円となっております。 
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 ジェネリック医薬品通知サービス 46,322

 その他保険者向けサービス 6,735

保険者向け情報サービス 53,057

製薬会社向け情報サービス 130,080

医療関連情報サービス 183,138

レセプトチェックシステム 46,079

その他 8,633

病院向けシステム 54,712

システム 53,183

メンテナンス他 23,265

保険薬局向けシステム 76,448

医療関連情報システム 131,160

314,298

6,060

320,358合計

販売高(千円)

　医療関連情報事業

　その他

サービス・製品の名称

当第１四半期連結会計期間

自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間において、売掛金の回収などにより流動資産が減少しましたが、流動負債

が減少したことで、当第１四半期連結会計期末における流動比率は、前連結会計年度末から5.8ポイン

ト改善し159.9％となっており、資金の流動性は高くなっております。 

また、自己資本比率につきましては、前連結会計年度末から 4.3ポイント改善し 64.2％となり資本

の安定性も高くなっております。 

 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期末の流動資産の残高は、たな卸資産の増加がありましたが売掛金の回収な

どにより、前連結会計年度末に比べて52百万円減少しております。 

また、固定資産は、ソフトウェアの開発などにより、前連結会計年度末に比べて28百万円増加して

おります。 

この結果、当第１四半期連結会計期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて24百万円減少し、

８億22百万円となっております。 

 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期末の流動負債の残高は、短期借入金の増加がありましたが、買掛金、未払

金、未払法人税等の支払いなどにより、前連結会計年度末に比べて43百万円減少しております。なお、

固定負債に、大きな増減はありません。 

この結果、当第１四半期連結会計期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて45百万円減少し、
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２億 90百万円となっております。 

 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期末の純資産の残高は、主に利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比

べ20百万円増加し５億31百万円となっております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における当社グループの連結業績は順調に推移しており、当第２四半期連

結会計期間および通期の業績も、ジェネリック医薬品通知サービスの成功報酬の増加を中心に、引き続

き順調に推移すると予想しております。 

当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高７億25百万円（医療関連情報サービス３億96百万

円、医療関連情報システム３億16百万円、その他12百万円）、営業利益１億14百万円、経常利益１億

６百万円、当期純利益57百万円を予想しております。 

通期の連結業績は、売上高について、医療関連情報サービス８億15百万円（前期比29.3％増）、医療

関連情報システム７億13百万円（前期比30.9％増）、その他22百万円（前期比38.5％減）、合計で15

億51百万円（前期比28.0％増）を予想しております。 

また、損益面におきましては増収により、営業利益３億17百万円（前期比25.7％増）、経常利益３億

８百万円（前期比23.5％増）を予想しております。 

なお、当連結会計年度より税金等調整前当期純利益に対して実行税率程度の税金費用が発生するため、

当期純利益は１億75百万円（前期比27.2％減）を予想しております。 

 

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 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の値を期間按分して算定する

方法によっております。 

 

(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)および「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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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)

が適用されたことに伴い、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、営業利益、経常利益および税金等調整前

四半期純利益に対する影響はありません。 
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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）

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 145,749 144,839

　　売掛金 156,836 232,715

　　商品 90 97

　　仕掛品 76,810 62,975

　　原材料及び貯蔵品 6,017 5,847

　　その他 18,213 10,196

　　貸倒引当金 - △　66

　　流動資産合計 403,715 456,604

　固定資産

　　有形固定資産 76,725 78,139

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 124,054 74,157

　　　ソフトウェア仮勘定 38,039 60,427

　　　のれん 3,690 4,257

　　　その他 404 404

　　　無形固定資産合計 166,187 139,245

　　投資その他の資産 176,086 173,451

　　固定資産合計 418,998 390,835

　資産合計 822,713 847,438

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)
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(単位：千円)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 40,441 68,760

　　短期借入金 80,900 50,000

　　１年内返済予定の
　　長期借入金

6,437 6,437

　　未払法人税等 21,893 41,009

　　賞与引当金 37,941 19,288

　　その他 64,888 110,847

　　流動負債合計 252,499 296,340

　固定負債

　　長期借入金 28,681 30,290

　　退職給付引当金 9,811 9,464

　　固定負債合計 38,492 39,754

　負債合計 290,991 336,094

純資産の部

　株主資本

　　資本金 300,000 300,000

　　利益剰余金 222,241 201,280

　　株主資本合計 522,241 501,280

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 8,592 9,109

　　為替換算調整勘定 △2,470 △2,488

　　評価・換算差額等合計 6,122 6,621

　少数株主持分 3,359 3,443

　純資産合計 531,722 511,345

　負債純資産合計 822,713 847,438

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)
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(2)四半期連結損益計算書 

  当第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

　　売上高 320,358

　　売上原価 172,840

　　売上総利益 147,518

　　販売費及び一般管理費 105,941

　　営業利益 41,577

　　営業外収益

　　　受取利息 2

　　　受取配当金 153

　　　雑収入 301

      その他 32

　　　営業外収益計 488

　　営業外費用

　　　支払利息 497

　　　為替差損 446

　　　営業外費用計 942

　　経常利益 41,123

　　特別利益

　　　貸倒引当金戻入額 66

　　　特別利益計 66

　　税金等調整前四半期純利益 41,189

　　法人税、住民税及び事業税 21,631

　　法人税等調整額 △1,319

　　法人税等合計 20,312

　  少数株主損失(△) △84

　  四半期純利益 20,961

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)
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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利益 41,189

減価償却費 16,958

のれん償却額 567

貸倒引当金増減額（△は減少） △66

賞与引当金増減額（△は減少） 18,652

退職給付引当金増減額（△は減少） 348

受取利息及び配当金 △156

支払利息 497

売上債権の増減額（△は増加） 75,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,999

仕入債務の増減額（△は減少） △28,319

その他 △35,740

小計 75,810

利息及び配当金の受取額 215

利息の支払額 △474

法人税等の支払額 △39,824

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,727

   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 △14,453

無形固定資産の取得による支出 △43,291

関係会社株式の取得による支出 △4,629

その他の支出 △1,724

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,097

   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） 30,900

長期借入金の返済による支出 △1,609

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,291

   現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

   現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 910

   現金及び現金同等物の期首残高 144,839

   現金及び現金同等物の四半期末残高 145,749 
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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。  

 

(6)重要な後発事象 

 
 

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

株式併合 

平成 20年６月27日開催の定時株主総会において、株式の併合に

ついて承認することを決議しております。株式の併合に関する事項

の概要は次のとおりであります。 

①株式併合の方法  発行済株式の総数 7,872,650株について、５

株を１株に併合し、1,574,530株とする。 

②株式併合の時期 

・株券提出最終日        平成 20年７月31日 

・株式併合の効力発生日  平成 20年８月 １日 

 ③前期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合の前連結会

計年度における１株当たり情報および当期首に行われたと仮定

した場合の当第１四半期連結累計(会計)期間における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 

当第１四半期連結会

計期間末 

前連結会計年度末  

335.57円 322.57円 

１株当たり四半期純利益金額等  

当第１四半期連結累計期間 

１株当たり四半期純利益金額          13.31円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  


