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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,713 ― 195 ― 196 ― △56 ―
20年3月期第3四半期 2,637 △9.1 179 △56.8 204 △55.0 79 △68.8

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3四半期 △16.34 ―
20年3月期第3四半期 24.19 23.85

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3四半期 3,687 2,257 60.1 641.92
20年3月期 4,053 2,382 58.3 680.69

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,217百万円 20年3月期  2,361百万円

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 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 30.00

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 4,273 13.9 420 26.5 417 17.4 206 32.3 59.55

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、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、その他の特記事項 
１．平成20年５月16日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。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及び合理的であると
判断される一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、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。 
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」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3四半期  3,469,600株 20年3月期  3,469,600株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  14,600株 20年3月期  200株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  3,469,126株 20年3月期第3四半期  3,305,561株
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   当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）における我が国経済は、米国に端を発する金

融市場の混乱や急激な為替、株式相場の変動が国内経済にも波及し、雇用環境が急激に悪化するなど実体経済にも大き

なマイナスの影響を及ぼしており、景気は急速に悪化する局面となっております。 

    一方、当社グループの属する福祉・介護・医療分野に関するソフトウェア業界におきましては、各社とも引き続き難

しい経営課題を抱え、これらに対応できず、撤退を余儀なくされるメーカーもでてきております。それにより、残った

企業間でのユーザー獲得を巡るシェア獲得競争は一段と厳しくなっております。また、当社グループのユーザー先であ

る医療機関・介護施設等でも、国内経済の急速な悪化に伴う心理的な投資マインドの減退感が広がる中、国民の医療機

関や介護施設等に対する関心や要求が高まっていく中で、サービスの拡充、経営の効率化・ ＩＴ化が従前にも増して

必要とされているものの、景気が後退している現状下においては、なかなか設備投資に対する意欲が喚起されない状況

にあります。このような状況下、介護・福祉関連ソフトウェアにおいては、「ほのぼの」シリーズの更なる機能向上、

「ほのぼのLight」のリリース、サポート体制の強化、新規開設および同業他社からの切り替え需要へのアプローチを

中心にした営業活動により、ユーザー数の増加を図ってまいりました。その一環として当該事業から撤退するニッポン

高度紙工業㈱と業務提携を行いました。（平成20年12月17日にプレスリリースしておりますのでご参照ください。） 

   一方、医療関連ソフトウェアにおいては、電子カルテシステム「Medical Studio」や㈱ネットウィン(当社の100%子

会社)が保有する臨床検査システムや健診システム等を含めたトータルソリューションビジネスの基盤固めや精神科支

援システムのリリースを行うとともに、医療系システムの開発人員の確保と営業体制の確立を図ってまいりました。 

   その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、連結売上高は2,713,646千円(前年同期比2.9%増)

となりました。利益面では、連結営業利益は195,165千円(前年同期比8.6%増)、連結経常利益は世界的な金融不安によ

り投資有価証券の受取配当金が昨年より減少した影響から196,504千円(前年同期比△3.9%)、連結四半期純利益は旧本

社社屋の売却損と投資有価証券の減損処理を行った結果△56,687千円(前年同期は79,959千円の黒字)となりました。 

   なお、事業種類別セグメントの業績等の概況は、次のとおりです。 

  ①ソフトウェア事業 

    ソフトウェア事業に関しては、引き続き着実なユーザー数の伸び（平成20年３月末：9,576ユーザー→ 平成20年12

月末：10,386ユーザーで810ユーザーの増加）や、第３四半期後半においての若干の需要の盛り上がりに伴い、保守料

売上高を中心に売上を伸長させることができました。また、医療関連ソフトウェアにつきましても、精神科報告書シ

ステムのリリースに加え、特定健診対応版の検診システムを中心に営業を本格化させたことで売上を伸ばしました。

その結果、売上高は2,506,745千円（前年同期比2.0%増）となりました。 

   ②介護サービス事業 

    介護サービス事業に関しては、今期も引き続き、高品質な商品作りのためのパイロットユーザーとしての役割を果

たしてきました。売上高は59,373千円(前年同期比△31.9%)となりました。 

   ③ＡＳＰ事業 

    ＡＳＰ事業に関しては、事業規模は小さいものの顧客の利便性向上に向けたサービスの拡充と積極的な拡販に努め

た結果、売上を大幅に伸ばすことができました。その結果、売上高は147,527千円(前年同期比59.8％増)となりまし

た。 

    なお、前年同期比につきましては参考として記載しております。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は3,687,183千円で、前連結会計年度末（以下前期末比という）に比べ  

365,882千円減少となりました。主な要因は、売掛債権の回収等による受取手形及び売掛金の減少408,815千円及び

旧社屋の土地及び建物等の売却等による有形固定資産の減少144,766千円であります。 

   負債につきましては、前期末比241,015千円の減少で、主な要因は、法人税等の支払い等による未払法人税等

102,987千円および賞与支給による賞与引当金の減少87,383千円であります。 

    純資産につきましては前期末比124,866千円の減少で、主な要因は、配当金の支払による利益剰余金の減少

104,082千円によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は673,577千円となり、前連結会計年度末と比較

して199,426千円の減少となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）は、428,511千円の収入となりました。主な要因は売上債権の減少により

406,592千円増加して得た収入によるものであります。  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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  （投資活動によるキャッシュ・フロー）は、509,127千円の支出となりました。主な要因は無形固定資産の取得に

よる支出239,771千円、投資有価証券の取得による支出310,032千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）は、118,810千円の支出となりました。主な要因は配当金の支払による支

出104,082千円によるものであります。  

  

    今後の見通しにつきましては、景気は世界的な金融市場の混乱の影響もあり、当面は先行き不透明な情勢で推移

していくものと思われます。 

     一方、当社グループの属する福祉・介護・医療分野向けのソフトウェア業界におきましては、ユーザー先である

医療機関・介護施設等において、制度改正に伴なう負担増や、人員不足・過重労働等の諸問題を抱える中、経営環

境の改善・顧客サービスの向上に向け、ＩＴ投資の重要性が益々高まっていくものと予想されます。依然として景

気の後退感・不透明感が強い現状ではありますが、平成21年４月に介護報酬改定等（平成21年度介護報酬改定率は

プラス３％）が行われることもあり、第４四半期にはある程度需要の盛り上がりが来るものと判断しております。 

      当連結会計年度の業績予想につきましては、想定した範囲内で推移しており、平成20年5月16日に公表しました業

績予想から変更しておりません。 

      なお、業績予想の数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は今後様々な業

況の変化等により、記載の予想数値と異なる場合があります。 

  

  

  該当事項はありません。  

   

１．簡便な会計処理 

  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算  

  当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

 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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 675,586 875,010

受取手形及び売掛金 400,452 809,267

商品 8,645 14,045

仕掛品 18,426 11,226

貯蔵品 9,497 10,559

その他 295,752 108,235

流動資産合計 1,408,361 1,828,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 549,960 703,395

減価償却累計額 △36,491 △129,676

建物及び構築物（純額） 513,468 573,719

土地 33,856 107,052

その他 98,994 109,107

減価償却累計額 △70,325 △69,120

その他（純額） 28,668 39,987

有形固定資産合計 575,994 720,760

無形固定資産   

のれん 67,360 43,369

その他 378,663 245,556

無形固定資産合計 446,024 288,926

投資その他の資産   

投資有価証券 761,748 715,681

その他 495,054 499,352

投資その他の資産合計 1,256,803 1,215,034

固定資産合計 2,278,822 2,224,721

資産合計 3,687,183 4,053,065

負債の部   

流動負債   

買掛金 97,203 143,222

短期借入金 50,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 2,738 12,880

未払法人税等 14,417 117,405

前受収益 613,048 611,491

賞与引当金 29,100 116,483

役員賞与引当金 17,997 24,000

その他 335,803 296,638

流動負債合計 1,160,309 1,382,121
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

固定負債   

退職給付引当金 9,245 10,163

役員退職慰労引当金 106,847 98,489

その他 153,498 180,142

固定負債合計 269,592 288,795

負債合計 1,429,901 1,670,917

純資産の部   

株主資本   

資本金 754,940 754,940

資本剰余金 712,440 712,440

利益剰余金 823,689 984,459

自己株式 △8,132 △547

株主資本合計 2,282,936 2,451,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,110 △89,723

評価・換算差額等合計 △65,110 △89,723

少数株主持分 39,456 20,579

純資産合計 2,257,282 2,382,148

負債純資産合計 3,687,183 4,053,065
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,713,646

売上原価 1,231,847

売上総利益 1,481,799

販売費及び一般管理費 1,286,633

営業利益 195,165

営業外収益  

受取利息 2,214

受取配当金 4,824

その他 1,418

営業外収益合計 8,457

営業外費用  

売上債権売却損 6,218

その他 900

営業外費用合計 7,118

経常利益 196,504

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,416

固定資産売却益 43

特別利益合計 4,459

特別損失  

投資有価証券評価損 281,561

固定資産売却損 21,208

その他 2,216

特別損失合計 304,986

税金等調整前四半期純損失（△） △104,022

法人税、住民税及び事業税 △25,022

法人税等還付税額 △28,189

少数株主利益 5,876

四半期純損失（△） △56,687
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 857,303

売上原価 428,212

売上総利益 429,090

販売費及び一般管理費 389,385

営業利益 39,705

営業外収益  

受取利息 384

受取配当金 296

その他 599

営業外収益合計 1,280

営業外費用  

売上債権売却損 1,543

その他 353

営業外費用合計 1,896

経常利益 39,089

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,176

特別利益合計 1,176

特別損失  

投資有価証券評価損 233,965

特別損失合計 233,965

税金等調整前四半期純損失（△） △193,699

法人税、住民税及び事業税 △80,148

少数株主利益 2,098

四半期純損失（△） △115,648
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △104,022

減価償却費 95,712

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,194

賞与引当金の増減額（△は減少） △87,383

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,003

受取利息及び受取配当金 △7,039

売上債権の増減額（△は増加） 406,592

たな卸資産の増減額（△は増加） △738

仕入債務の増減額（△は減少） △46,018

投資有価証券評価損益（△は益） 281,561

前受収益の増減額（△は減少） 1,556

その他 51,057

小計 583,082

利息及び配当金の受取額 7,039

利息の支払額 △1,072

法人税等の支払額 △188,726

法人税等の還付額 28,189

営業活動によるキャッシュ・フロー 428,511

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5,878

定期預金の払戻による収入 2,006

有形固定資産の取得による支出 △2,248

有形固定資産の売却による収入 32,379

無形固定資産の取得による支出 △239,771

投資有価証券の取得による支出 △310,032

その他 14,417

投資活動によるキャッシュ・フロー △509,127

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 50,000

短期借入金の返済による支出 △60,000

長期借入金の返済による支出 △10,142

配当金の支払額 △104,082

その他 5,414

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △199,426

現金及び現金同等物の期首残高 873,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 673,577
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 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注） １．製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

     ２．各区分に属する主要な製品 

      ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 132,349千円は、主に本社の管理部門 

       に係る費用です。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

      海外売上高がないため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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

介護サービス
事業 

（千円） 

ＡＳＰ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,506,745  59,373  147,527  2,713,646  －  2,713,646

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 534  －  5,691  6,225  △6,225  －

計  2,507,279  59,373  153,218  2,719,871  △6,225  2,713,646

営業利益又は営業損失（△）  295,114  △2,488  34,889  327,514  △132,349  195,165

   事業区分                主要製品 

 ソフトウェア事業 
 介護保険支援事業者向けパッケージ業務ソフトウェア、医療機関向けパッケージ業務

ソフトウェア、福祉施設向けパッケージ業務ソフトウェア 

 介護サービス事業  介護保険の要介護者支援、介護保険の介護サービス 

 ＡＳＰ事業 
 介護保険の支援事業者・サービス事業者向けのインターネットを利用したＡＳＰシス

テムの提供 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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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６．その他の情報 

  （ 生産、受注及び販売の状況） 

 (1）生産実績 

 当第３四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

 ２．介護事業はサービス業務、ＡＳＰ事業はネット業務であるため生産実績は記載しておりません。 

 ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 (2）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

   （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ２．当第３四半期連結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。  

  

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

ソフトウェア事業（千円）  795,696

介護サービス事業（千円）  －

ＡＳＰ事業（千円）  －

合計（千円）  795,696

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

  製品（千円）  795,696

  指導・設定料等（千円）  463,518

  保守料（千円）  871,594

  商品（千円）  375,935

ソフトウェア事業 計（千円）  2,506,745

介護サービス事業（千円）  59,373

ＡＳＰ事業（千円）  147,527

合計（千円）  2,713,646

相手先 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 

株式会社リコー  666,695  24.6
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

「参考資料」 

科目 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,637,954

Ⅱ 売上原価  1,227,849

売上総利益    1,410,104

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,230,471

営業利益  179,633

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息  1,712

 ２．受取配当金  28,852

 ３．補助金収入  900

 ４．その他   1,110

 営業外利益合計  32,575

Ⅴ 営業外費用   

 １．支払利息  1,171

 ２．売上債権売却損  6,544

 営業外費用合計  7,716

経常利益  204,492

Ⅵ 特別利益   

 １．貸倒引当金戻入益  179

 特別利益合計  179

Ⅶ 特別損失   

 １．固定資産除却損  153

 ２．投資有価証券評価損  18,898

 特別損失合計  19,052

税金等調整前四半期純利益  185,619

税金費用  105,579

少数株主利益   79

四半期純利益  79,959
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

  
前年同四半期 

（平成20年3月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前中間純利益  185,619

 減価償却費   49,214

 退職給付引当金の増減額（減少：△）  1,785

 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  5,171

 賞与引当金の増減額（減少：△）  △65,130

 役員賞与引当金の増減額（減少：△）  △12,003

 貸倒引当金の増減額（減少：△）  △179

 のれん償却費  10,008

 受取利息及び受取配当金  △30,565

 支払利息及び社債利息  1,171

 売上債権の増減額（増加：△）  204,403

 たな卸資産の増減額（増加：△）  △20,434

 仕入債務の増減額（減少：△）  18,514

 未払金の増減額（減少：△）  △6,164

 前受収益の増減額（減少：△）  28,599

 長期前受収益の増減額（減少：△）  △32,230

 その他  △24,746

小計  313,035

 利息及び配当金の受取額  30,565

 利息の支払額  △1,486

 法人税等の支払額  △212,392

営業活動によるキャッシュ・フロー  129,721
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前年同四半期 

（平成20年3月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の預入による支出  △5,874

 定期預金の払戻による収入  102,003

 有形固定資産の取得による支出  △498,566

 無形固定資産の取得による支出  △116,391

 投資有価証券の取得による支出  △335,441

 投資有価証券の償還による収入   10,001

 その他  △1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー  △845,515

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出  △13,959

 株式の発行による収入  134,380

 配当金の支払額  △131,753

 その他  △10,030

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △21,363

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △737,157

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,477,542

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  740,385
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前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

  （注） １．製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

      ２．各区分に属する主要な製品 

      ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（123,514千円）は、本社の管理部門  

         に係る費用です。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

 当第３四半期連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店が 

ないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

介護サービス
事業 

（千円） 

ＡＳＰ事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高及び営業損益売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  2,458,504  87,135  92,314  2,637,954  －  2,637,954

(2)セグメント間の内部売上 

  高又は振替高      
 120  －  3,530  3,650  △3,650  －

計  2,458,624  87,135  95,845  2,641,604  △3,650  2,637,954

営業費用  2,149,395  93,933  95,127  2,338,456  119,864  2,458,321

営業利益又は営業損   309,228  △6,798  718  303,148  △123,514  179,633

 事業区分  主要製品 

 ソフトウェア事業 
 介護保険支援事業者向けパッケージ業務ソフトウェア、医療機関向けパッケージ業務

ソフトウェア、福祉施設向けパッケージ業務ソフトウェア 

 介護サービス事業  介護保険の要介護者支援、介護保険の介護サービス 

 ＡＳＰ事業 
 介護保険の支援事業者・サービス事業者向けのインターネットを利用したＡＳＰシス

テムの提供  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

      当第３四半期連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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