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第２四半期連結累計期間第２四半期連結累計期間 業績予想修正について業績予想修正についてDATA

HORIZON

（金額単位 捨 ）（金額単位：百万円 四捨五入）

増減率

前回発表予想比較第２四半期
連結累計期間

【22年3月期】
当第２四半期
連結累計期間
前回発表予想

修正要因
【22年3月期】
当第２四半期
連結累計期間
今回修正予想研究開発費 その他

製薬会社向け
情報サービス 増減率

（％）

売上高　 645 - △95 △31 520 △126 △19.5

売上原価 352 - - △9 344 △9 △2.5

（5月8日） （8月3日）
情報サ ビス

売上総利益 293 - △95 △23 176 △117 △40.0

販売費及び一般管理費 286 85 - △20 351 65 22.5

うち 研究開発費 6 85 91 85 1 484 6うち、研究開発費 6 85 - - 91 85 1,484.6

営業利益 7 △85 △95 △2 △175 △182 -

経常利益 5 △85 △95 △1 △175 △180 -

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

四半期純利益 1 △51 △57 2 △105 △106 -

なお、製薬会社向け情報サ ビスは、既存ユ ザ との契約更新の交渉に加え、新規ユ ザ 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（黄色のシャドー）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。

P 2

減 す 見 。

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。



通期通期 連結業績予想修正について連結業績予想修正についてDATA

HORIZON

（金額単位：百万円　四捨五入）

増減率 増減率

前期実績比較 前回発表予想比較
通期

【21年3月期】
前期実績

【22年3月期】
前回発表予想

（5月8日）

修正要因

【22年3月期】
今回修正予想

（8月3日）研究開発費 その他 増減率
（％）

増減率
（％）

売上高　 1,496 1,980 - △20 1,960 464 31.0 △20 △1.0

売上原価 686 1 065 △35 1 030 344 50 1 △35 △3 3

（5月8日） （8月3日）研究開発費 その他

売上原価 686 1,065 - △35 1,030 344 50.1 △35 △3.3

売上総利益 810 915 - 15 930 120 14.9 15 1.6

販売費及び一般管理費 493 560 146 △15 691 198 40.1 130 23.3

うち、研究開発費 28 21 146 0 167 139 500.8 146 703.7

営業利益 317 355 △146 30 240 △77 △24.4 △116 △32.6

経常利益 302 350 △146 30 235 △67 △22 3 △115 △33 0

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

経常利益 302 350 △146 30 235 △67 △22.3 △115 △33.0

当期純利益 178 205 △87 17 135 △43 △24.1 △70 △34.2

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（黄色のシャドー）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

P 3

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。



研究開発活動の推移研究開発活動の推移DATA

HORIZON

（単位 百万円 四捨五入）（単位：百万円 四捨五入）

前期実績比較
前回発表予想

比較

20年３月期
（実績）

21年３月期
（実績）

22年３月期
（前回発表予想）

22年３月期
（今回修正予想）

ソフトウエア（仮勘定含む） a 124 173 206 29  143  176

研究開発費 b 0 28 21 167 139 146

研究開発活動合計 a+b 125 200 226 196  4  30

減価償却費（ソフトウエア） 17 54 89 91 37 1

ソフトウエア（仮勘定含む）残高 125 244 360 176  68  184

当社のソフトウエア制作は、その内容により、研究開発費、ソフトウエア、売上原価に区分されます。

ソフトウエア制作のうち、ソフトウエアと研究開発費に計上される研究開発活動の規模は、20年３月期125百万円、21年3月期200百
年 月期（今 修 予想） 推移す 定 す万円、22年３月期（今回修正予想）196百万円で推移する予定です。

開発規模は前回発表予想から若干縮小していますが、財務体質の健全性を考慮し、ソフトウエアへの計上から、研究開発費への計
上に変更したため、研究開発費は、前期実績に比べ139百万円、22年３月期前回発表予想に比べて146百万円それぞれ増加する見
込みとなりました。

ソフトウエアから研究開発費に変更した主な開発案件は次の通りです。

・ジェネリック医薬品通知サービスにおけるレセプト分析件数増加への対応および、

レセプトデータを利用した保健事業支援システム等の機能強化のための開発。

・病院向けにＤＰＣ（包括請求）のレセプトチェックシステムの開発

P 4

・病院向けにＤＰＣ（包括請求）のレセプトチェックシステムの開発。

・経営統合などにより大規模保険薬局チェーンに対応した保険薬局システムの開発。


