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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注） 当社グループは、21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、21年３月期第１四半期および22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) 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 ％

22年3月期第1四半期 234 ― △69 ― △69 ― △43 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 △24.44 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 1,149 942 81.8 529.69
21年3月期 1,285 984 76.3 553.13

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  939百万円 21年3月期  981百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 35.00 35.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  有   

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

520 △29.0 △175 ― △175 ― △105 ― △59.17

通期 1,960 31.0 240 △24.4 235 △22.3 135 △24.1 76.01
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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 をご覧下さい。 

(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、 ５ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧下さい。 

(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 
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およ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および業績予想のご利用にあたっての注意事項につい
ては、５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、および本日公表の別紙「業績予想の修正に関するお知らせ」 をご参照下
さい。 

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） 22年3月期第1四半期 1,774,530株 21年3月期  1,774,530株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,774,530株 21年3月期第1四半期 1,574,530株
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当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、企業の在庫調整

が進み輸出や生産が持ち直し、昨年の秋以降に急速に悪化した景気は底入れ感があると言われておりますが、雇

用・所得環境は依然厳しく、設備投資も減少しており、景気は依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

また、医療関連機関を取り巻く環境も、わが国経済の低迷と医療費全体の抑制を目的とした諸施策の影響を受

け、より厳しい状況となっております。 

このような状況のなかで、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、医療関連情報サービ

スが１億33百万円、医療関連情報システムが94百万円、その他が６百万円で、合計では２億34百万円にとどまり

ました。 

損益面におきましては、売上高が低調であったことに加え、減価償却費が28百万円に増加したこと、ソフトウ

エア（固定資産）に計上予定であった開発案件29百万円を研究開発費（販売費及び一般管理費）に計上したこと

により、研究開発費が31百万円に膨らんだことなどで、営業損失は69百万円、経常損失は69百万円、四半期純損

失は43百万円となりました。 

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。 

  

<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の売上高は、成功報酬の金額が増加したことで、１億21百万円となりまし

たが、製薬会社向け情報サービスは契約交渉が遅れ売上高が計上出来ませんでした。 

この結果、医療関連情報サービスの売上高は、１億33百万円となりました。 

  

<医療関連情報システム> 

病院向けシステムの売上高は、価格低下などから39百万円となり、保険薬局向けシステムの売上高は、主要

代理店の業務移管による一時的な営業活動の停滞などにより54百万円となりました。 

この結果、医療関連情報システムの売上高は、94百万円となりました。 

  

<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。 

  

（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。 

  

  

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
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当第１四半期末の資産合計は、流動資産が前連結会計年度末に比べて１億32百万円減少し、固定資産が同じく３

百万円減少したため、前連結会計年度末に比べて１億36百万円減少し、11億49百万円となりました。 

一方、負債合計は94百万円減少し、２億６百万円となり、当第１四半期末における流動比率は、前連結会計年度

末から81.1ポイント改善し、373.3％となりました。 

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5.5ポイント改善し81.8％となりました。  

（資産） 

 当第１四半期末の流動資産の残高は、現金及び預金の減少50百万円、売掛金の回収による減少50百万円など

により、前連結会計年度末に比べて１億32百万円減少しております。 

 また、固定資産は、ソフトウエア開発の完成によるソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替があった

他は大きな変動はありません。 

この結果、当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億36百万円減少し、11億49百万円と

なっております。 

（負債） 

 当第１四半期末の流動負債の残高は、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93百

万円減少しておりますが、固定負債に大きな増減はありません。 

この結果、当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて94百万円減少し、２億６百万円となっ

サービス・製品の名称 
 当第１四半期連結累計期間  

 販売高(千円)  

      ジェネリック医薬品通知サービス  121,636

      その他保険者向けサービス  12,220

    保険者向け情報サービス  133,856

    製薬会社向け情報サービス       -    

  医療関連情報サービス  133,856

      レセプトチェックシステム  35,181

      その他  4,728

    病院向けシステム  39,909

      システム  40,942

      メンテナンス他  14,039

    保険薬局向けシステム  54,980

  医療関連情報システム  94,889

医療関連情報事業  228,746

その他  6,003

合計  234,748

２．連結財政状態に関する定性的情報
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ております。  

（純資産） 

 当第１四半期末の純資産の残高は、利益剰余金の減少43百万円などにより前連結会計年度末に比べ41百万

円減少し、９億42百万円となっております。 

  

  

当第１四半期の業績を勘案し、平成21年５月８日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期連結

の業績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日(平成21年８月３日)公表の

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

①平成22年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想について 

 製薬会社向け情報サービスの契約交渉の遅れと、病院向けシステムの価格低下などにより、売上高は、前回発

表予想に比べて１億26百万円減少する見込みとなりました。 

 なお、製薬会社向け情報サービスは、既存ユーザーとの契約更新の交渉に加え、新規ユーザーとも契約交渉中

で通期では前回発表予想を確保することを見込んでおります。 

 利益面におきましては、売上高の減少に加え、研究開発費が前回発表予想に比べて85百万円増加する見込みと

なり、前回発表予想に比べ営業利益は１億82百万円、経常利益が１億80百万円、四半期純利益が１億６百万円、

それぞれ減少する見込みとなりました。 

 研究開発費の増加理由は、前回発表予想時点では、ソフトウエアとしての計上を予定しておりました開発案件

が、当第１四半期の開発結果から研究開発費として計上する見込みとなったためであります。 

  

②平成22年３月期 通期連結業績予想について 

 通期においては、製薬会社向け情報サービスの売上高は、契約交渉の遅れを挽回し前回発表予想を確保する見

通しですが、病院向けシステムの価格低下などにより、売上高の合計は、前回発表予想から20百万円減少する見

通しとなりました。 

利益面におきましては、研究開発費が前回発表予想に比べて１億46百万円増加する見込みとなり、前回発表予想

に比べ営業利益は１億16百万円、経常利益が１億15百万円、当期純利益が70百万円、それぞれ減少する見込みと

なりました。 

 研究開発費の増加理由は、前回発表予想時点では、ソフトウエアとしての計上を予定しておりました開発案件

が、当第１四半期の開発結果から研究開発費として計上する見込みとなったためであります。 

該当事項はありません。  

   

 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。  

  

受注制作のソフトウエアの売上高及び売上原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウエア契約に係る収益の計上基準については工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第

１四半期連結会計期間に着手したソフトウエア契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他

の契約については工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。 

  

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 320,270 370,591

受取手形及び売掛金 155,816 206,060

有価証券 － 100,000

商品 － 87

仕掛品 104,803 67,684

原材料及び貯蔵品 7,143 9,406

その他 58,970 25,934

貸倒引当金 △894 △1,192

流動資産合計 646,108 778,570

固定資産   

有形固定資産 90,603 93,574

無形固定資産   

ソフトウエア 242,994 205,105

ソフトウエア仮勘定 1,523 46,343

のれん 9,152 10,125

その他 404 404

無形固定資産合計 254,073 261,977

投資その他の資産 158,412 151,512

固定資産合計 503,088 507,063

資産合計 1,149,196 1,285,632

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,370 41,703

1年内返済予定の長期借入金 6,437 6,437

未払法人税等 1,006 92,303

賞与引当金 48,327 28,561

その他 85,932 97,471

流動負債合計 173,071 266,474

固定負債   

長期借入金 22,244 23,853

退職給付引当金 11,001 10,715

固定負債合計 33,245 34,569

負債合計 206,316 301,043
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,800 451,800

資本剰余金 151,800 151,800

利益剰余金 335,714 379,077

株主資本合計 939,314 982,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,170 371

為替換算調整勘定 △1,539 △1,500

評価・換算差額等合計 631 △1,128

少数株主持分 2,936 3,041

純資産合計 942,880 984,589

負債純資産合計 1,149,196 1,285,632
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 234,748

売上原価 146,189

売上総利益 88,559

販売費及び一般管理費 158,422

営業損失（△） △69,864

営業外収益  

受取利息 34

受取配当金 153

雑収入 229

その他 45

営業外収益合計 462

営業外費用  

支払利息 184

為替差損 345

営業外費用合計 529

経常損失（△） △69,931

特別利益  

貸倒引当金戻入額 298

特別利益合計 298

税金等調整前四半期純損失（△） △69,632

法人税、住民税及び事業税 585

法人税等調整額 △26,749

法人税等合計 △26,164

少数株主損失（△） △105

四半期純損失（△） △43,363
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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21年４月１日 
 至 平成21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（△） △69,632

減価償却費 28,661

のれん償却額 974

貸倒引当金の増減額（△は減少） △298

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,766

退職給付引当金の増減額（△は減少） 285

受取利息及び受取配当金 △188

支払利息 184

為替差損益（△は益） 27

売上債権の増減額（△は増加） 50,244

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,770

仕入債務の増減額（△は減少） △10,333

その他 △14,172

小計 △29,252

利息及び配当金の受取額 728

利息の支払額 △236

法人税等の支払額 △88,922

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,682

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の増減額（△は増加） 100,000

有形固定資産の取得による支出 △3,606

無形固定資産の取得による支出 △15,674

定期預金の払戻による収入 100,000

関係会社株式の取得による支出 △10,000

その他の支出 △1,724

投資活動によるキャッシュ・フロー 168,996

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 △1,609

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,609

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,679

現金及び現金同等物の期首残高 270,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 320,270

㈱データホライゾン　（3628）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

9



 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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