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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）１ 当社グループは、20年３月期第２四半期は、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２四半期および21年３月期第２四半期の対前年同期 
     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、20年３月期の１株あたり純資産については、併合後の株数により記載しております。   

(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2四半期 732 ― 144 ― 130 ― 74 ―
20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 46.71 46.67
20年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 1,138 884 77.3 495.97
20年3月期 847 511 59.9 322.57

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  880百万円 20年3月期  507百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,551 28.0 317 25.7 308 23.5 175 △27.2 104.55

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、４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、４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） 

（注）20年３月期については、平成20年８月１日付で５株を１株に併合しており、併合後の株数により記載しております。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）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。 
（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）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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  1,774,530株 20年3月期  1,574,530株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―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2四半期  1,588,738株 20年3月期第2四半期  1,574,530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 

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、穀物

価格の高騰、原油価格の乱高下、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速などにより、景

気の減速傾向が鮮明になってまいりました。 

また、当社グループの医療関連情報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る特定健診・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２四半期連結累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７億32百万円となりました。 

損益面におきましても、営業利益は１億 44 百万円、経常利益は１億 30 百万円、四半期純利益は 74

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２四半期連結累計期間末でサービスを提供している保険者の数は前連

結会計年度末から４団体増加し32団体となり、その加入者数は290万人に達し、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、４億７百万円となりました。 

<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ましたが、売上高は３億９百万円を確保し

ております。 

<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15百万円となっております。 
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  サービス・製品別の販売高は、次の通りです。 

 

 ジェネリック医薬品通知サービス 112,290 15.3%

 その他保険者向けサービス 14,655 2.0%

保険者向け情報サービス 126,945 17.3%

製薬会社向け情報サービス 280,203 38.3%

医療関連情報サービス 407,147 55.6%

レセプトチェックシステム 107,078 14.6%

その他 23,767 3.2%

病院向けシステム 130,844 17.9%

システム 154,502 21.1%

メンテナンス他 24,206 3.3%

保険薬局向けシステム 178,707 24.4%

医療関連情報システム 309,552 42.3%

716,699 97.9%

15,311 2.1%

732,010 100.0%

　その他

合計

販売高(千円) 構成比

　医療関連情報事業

サービス・製品の名称

当第２四半期連結累計期間

自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当社は、９月18日に公募増資により３億３百万円の資金を得ております。これにより、株主資本が同

額増加し、短期借入金47百万円の返済を行っております。 

これらより、前連結会計年度末に比べて当第２四半期末の流動資産は２億44百万円増加し、固定資産

の増加と合わせて、資産合計は２億91百万円増加しております。 

一方、借入金の返済などで負債合計は、82百万円減少しております。 

この結果、当第２四半期末における流動比率は、前連結会計年度末から169.6ポイント改善し323.7％

となっており、資金の流動性はより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17.4ポイント改善し77.3％となり資本

の安定性も高くなっております。 

 

（資産） 

 当第２四半期末の流動資産の残高は、売掛金の回収による減少がありましたが、現金及び預金とた

な卸資産が増加し前連結会計年度末に比べて２億44百万円増加しております。 

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46百万円増加して

おります。 

この結果、当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億91百万円増加し、11億38

百万円となっております。 
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（負債） 

 当第２四半期末の流動負債の残高は、短期借入金の返済、買掛金の支払いなどにより、前連結会計

年度末に比べて79百万円減少しております。 

固定負債に、大きな増減は無く、当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて82百万

円減少し、２億53百万円となっております。 

 

（純資産） 

 当第２四半期末の純資産の残高は、公募増資により資本金と資本準備金がそれぞれ１億51百万円

増加したことと、利益剰余金74百万円が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ３億73百

万円増加し８億84百万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２四半期連結累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、今後もジェネリ

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。こ

のため、通期の業績は平成20 年９月19 日に公表しました内容から変更は無く、概要は次の通りであり

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 400,542 144,839

　　売掛金 185,214 232,715

　　商品 90 97

　　仕掛品 84,846 62,975

　　原材料及び貯蔵品 9,583 5,847

　　その他 21,035 10,196

　　貸倒引当金 - △　66

　　流動資産合計 701,310 456,604

　固定資産

　　有形固定資産 88,641 78,139

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 114,810 74,157

　　　ソフトウェア仮勘定 66,457 60,427

　　　のれん 3,123 4,257

　　　その他 404 404

　　　無形固定資産合計 184,794 139,245

　　投資その他の資産 164,003 173,451

　　固定資産合計 437,439 390,835

　資産合計 1,138,749 847,438

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 40,510 68,760

　　短期借入金 - 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 52,346 41,009

　　賞与引当金 32,012 19,288

　　その他 85,371 110,847

　　流動負債合計 216,676 296,340

　固定負債

　　長期借入金 27,072 30,290

　　退職給付引当金 10,090 9,464

　　固定負債合計 37,161 39,754

　負債合計 253,837 336,094

純資産の部

　株主資本

　　資本金 451,800 300,000

　　資本準備金 151,800 -

　　利益剰余金 275,494 201,280

　　株主資本合計 879,094 501,280

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 3,382 9,109

　　為替換算調整勘定 △2,359 △2,488

　　評価・換算差額等合計 1,023 6,621

　少数株主持分 4,794 3,443

　純資産合計 884,911 511,345

　負債純資産合計 1,138,749 847,438

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 

  （第２四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

　　売上高 732,010

　　売上原価 345,027

　　売上総利益 386,983

　　販売費及び一般管理費 242,365

　　営業利益 144,618

　　営業外収益

　　　受取利息 50

　　　受取配当金 153

　　　雑収入 301

　　　その他 35

　　　営業外収益計 538

　　営業外費用

　　　支払利息 1,010

　　　為替差損 1,369

　　　株式交付費 4,757

　　　株式公開費用 7,207

　　　営業外費用計 14,343

　　経常利益 130,813

　　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 130,878

　　法人税、住民税及び事業税 50,737

　　法人税等調整額 4,576

　　法人税等合計 55,314

　　少数株主利益 1,351

　　四半期純利益 74,214

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日

    至　平成20年９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 130,878

減価償却費 35,067

のれん償却額 1,134

貸倒引当金増減額（△は減少） △66

賞与引当金増減額（△は減少） 12,723

退職給付引当金増減額（△は減少） 626

受取利息及び配当金 △203

支払利息 1,010

売上債権の増減額（△は増加） 47,501

為替差損益（△は益） 143

株式交付費 4,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,600

仕入債務の増減額（△は減少） △28,250

その他 △16,919

小計 162,801

利息及び配当金の受取額 321

利息の支払額 △1,044

法人税等の支払額 △39,981

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,097

   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 △28,045

無形固定資産の取得による支出 △75,644

関係会社株式の取得による支出 △4,771

その他の支出 △3,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,909

   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 △50,000

長期借入金の返済による支出 △3,218

株式の発行による収入 298,843

財務活動によるキャッシュ・フロー 245,625

   現金及び現金同等物に係る換算差額 △111

   現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 255,703

   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期末残高 400,542 
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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 

当社は、平成 20年９月 18日付で、新株の発行による払込を受けました。この結果、当第２四半期連結会計

期間において、資本金が 151百万円、資本準備金が 151百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において、

資本金が 451百万円、資本準備金が 151百万円となっております。 

 

 

「参考資料」 

 前連結会計年度は、中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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