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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） 

 

(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 1,031 3.7 110 91.6 106 83.5 94 459.8
21年3月期第1四半期 994 ― 57 ― 58 ― 16 ―

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 28.20 28.01
21年3月期第1四半期 4.85 4.82

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 4,326 2,460 55.9 724.19
21年3月期 4,235 2,433 56.5 716.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,418百万円 21年3月期  2,393百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） ― ― 30.00 30.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間 1,997 12.6 166 9.6 166 △6.6 83 △10.7 24.89

通期 4,446 7.4 722 1.5 722 1.4 380 154.9 114.06



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） 

(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 
１．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想の修正は行なっておりません。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。
なお、業績予想に関する事項は、４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下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 3,469,600株 21年3月期  3,469,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  129,400株 21年3月期  129,400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 3,340,200株 21年3月期第1四半期 3,469,400株



   当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融不安の影響による企業業績の悪化につきまして

は、ここにきてようやく回復の兆しが見受けられるものの、雇用情勢等につきましては、未だ回復がみられず依然と

して、厳しい経済環境下で推移いたしました。 

   その中で当社グループの属する介護・福祉・医療分野に関するソフトウェア業界におきましては、内需関連業種とい

うこともあり、他業種に比べ、現在の経済環境が業績に与える影響は比較的少なかったものと考えております。 

   係る状況の中、当社グループの業績につきましては、平成21年４月の介護保険法及び障害者自立支援法の制度改正に

よる、需要の増加に加え、既存事業の強化及び同業他社とのアライアンスの推進によるシェアの拡大等により、前年

同期比で増収増益を計上することができました。 

  その結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は1,031,077千円（前年同期比3.7%増）となりました。利益面に

つきましては、自社製品の売上高増による付加価値増加に加え、前期より当社グループで推進しております経費削減等

の効果により連結営業利益110,329千円（前年同期比91.6％増）、連結経常利益106,699千円（前年同期比83.5%増）と

なりました。連結四半期純利益につきましては、投資有価証券の売却による特別利益71,040千円を計上したため94,189

千円（前年同期比459.8%増）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、次の通りであります。 

  

   ①ソフトウェア事業   

   ソフトウェア事業につきましては、介護・福祉関連のソフトウェア部門において、自社製品、導入指導、保守料が

それぞれ着実に売上を伸ばすことができたものの、医療関連のソフトウェア部門において、積極的な営業活動を展開

した割には受注が伸び悩み、仕入商品を中心に予想売上を下回りました。その結果、売上高は950,140千円（前年同

期比2.4%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ましては、介護保険法の改正による介護報酬の増加及び利用者が増加した結果、売上高は

19,763千円（前年同期比2.4%増）となりました。 

   ③ＡＳＰ事業      

   ＡＳＰ事業につきましては、顧客の利便性の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、着実に売

上高を伸張させることができました。その結果、売上高は61,174千円（前年同期比28.5%増）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、4,326,810千円となり、前連結会計年度末比 90,953千円増加とな

りました。無形固定資産の増加が主要因であります。負債につきましては、1,865,921千円となり、前連結会計年度

末比 63,692千円の増加となりました。ユーザー保守料の受注増加により前受収益が145,290千円増加したことが、主

要因であります。純資産につきましては、2,460,889千円となり、前連結会計年度末比 27,261千円の増加となりまし

た。その他有価証券評価差額金の増加 31,704千円が主要因であります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,604,311千円と

前連結会計年度末より977,100千円増加いたしました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの

状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、801,963千円の収入（前年同期は、408,698千円の収入）となりました。主

な要因につきましては、売上債権の回収による収入697,002千円、保守料受注の増加による前受収益の増加145,362千

円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、259,551千円の収入（前年同期は、103,892千円の支出）となりました。主

な要因につきましては、無形固定資産の取得による支出102,124千円あったものの、投資有価証券の売却等による収

入378,510千円があったこと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）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、84,414千円の支出（前年同期は、108,787千円の支出）となりました。主

な要因につきましては、短期借入金による資金調達で20,000千円の収入があったものの、配当金の支払100,206千円

による支出をしたこと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



  連結業績予想に関しましては、平成21年５月15日付け「平成21年３月期決算短信」において公表いたしました  

 平成22年３月期の業績予想から変更はございません。 

    なお、今後の様々な要因により予想数値が変更になる場合があります。その場合には、速やかに見直しを行い開

示いたします。  

  

該当事項はありません。  

   

 １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がみないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。 

  

 ２．税金費用の計算 

   当第１四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

行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等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

    従来、販売費及び一般管理費に計上していた介護サービス事業に係る労務費及び経費を当第１四半期連結会計期

間より売上原価に含めて計上しております。 

    この変更は、原価管理体制の強化に伴い、介護サービス事業売上高に直接対応する費用を明確に区分する体制が

整備されたことから、費用収益対応の関係をより明確にするために行ったものであります。 

    これにより、売上総利益は12,786千円少なく計上されておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響はありません。  

  

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

（４）追加情報



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 1,625,022 637,022

受取手形及び売掛金 478,367 1,175,369

商品 7,454 8,808

仕掛品 16,935 13,964

貯蔵品 10,410 9,634

その他 147,355 122,079

流動資産合計 2,285,545 1,966,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 556,615 552,464

減価償却累計額 △45,144 △41,065

建物及び構築物（純額） 511,470 511,398

土地 33,856 33,856

その他 120,533 119,199

減価償却累計額 △71,927 △66,849

その他（純額） 48,605 52,350

有形固定資産合計 593,932 597,604

無形固定資産   

のれん 91,450 60,500

その他 449,797 428,684

無形固定資産合計 541,248 489,184

投資その他の資産   

投資有価証券 504,289 758,929

その他 401,794 423,261

投資その他の資産合計 906,084 1,182,190

固定資産合計 2,041,265 2,268,980

資産合計 4,326,810 4,235,857

負債の部   

流動負債   

買掛金 32,183 86,715

短期借入金 68,000 50,000

未払法人税等 95,376 96,837

前受収益 847,708 702,417

賞与引当金 54,544 110,121

役員賞与引当金 5,997 24,000

その他 453,557 424,675

流動負債合計 1,557,367 1,494,765



（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) 

固定負債   

退職給付引当金 9,554 8,931

役員退職慰労引当金 111,138 108,996

その他 187,861 189,536

固定負債合計 308,554 307,463

負債合計 1,865,921 1,802,229

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 1,023,835 1,029,852

自己株式 △77,742 △77,742

株主資本合計 2,413,473 2,419,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,478 △26,225

評価・換算差額等合計 5,478 △26,225

少数株主持分 41,937 40,363

純資産合計 2,460,889 2,433,628

負債純資産合計 4,326,810 4,235,857



（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）

前第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) 

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 994,746 1,031,077

売上原価 455,392 456,368

売上総利益 539,354 574,709

販売費及び一般管理費 481,766 464,379

営業利益 57,587 110,329

営業外収益   

受取配当金 3,267 409

その他 787 906

営業外収益合計 4,054 1,316

営業外費用   

売上債権売却損 3,142 3,725

その他 338 1,220

営業外費用合計 3,480 4,946

経常利益 58,162 106,699

特別利益   

投資有価証券売却益 － 71,040

貸倒引当金戻入額 3,580 11,669

特別利益合計 3,580 82,709

特別損失   

投資有価証券清算損 － 368

固定資産売却損 21,208 －

その他 1,911 －

特別損失合計 23,119 368

税金等調整前四半期純利益 38,622 189,039

法人税、住民税及び事業税 20,230 93,277

少数株主利益 1,565 1,573

四半期純利益 16,826 94,189



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

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利益 38,622 189,039

減価償却費 28,871 58,418

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,358 △11,669

賞与引当金の増減額（△は減少） 88,044 △55,576

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,003 △18,003

受取利息及び受取配当金 △3,603 △655

売上債権の増減額（△は増加） 258,008 697,002

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,217 △2,393

仕入債務の増減額（△は減少） △66,972 △54,531

前受収益の増減額（△は減少） 132,638 145,362

その他 64,076 △55,468

小計 517,107 891,525

利息及び配当金の受取額 3,603 655

利息の支払額 △57 △432

法人税等の支払額 △111,954 △89,786

営業活動によるキャッシュ・フロー 408,698 801,963

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 △1,290 △11,290

有形固定資産の取得による支出 △446 △5,739

無形固定資産の取得による支出 △92,148 △102,124

投資有価証券の取得による支出 △10,007 △4

投資有価証券の売却による収入 － 378,510

その他 － 199

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,892 259,551

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 － 20,000

短期借入金の返済による支出 － △2,000

長期借入金の返済による支出 △4,705 －

配当金の支払額 △104,082 △100,206

その他 － △2,208

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,787 △84,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,018 977,100

現金及び現金同等物の期首残高 873,003 627,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,069,021 1,604,311



 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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（45,824千円）は、本社の管理部門に 

   係る費用です。 

  

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） 

  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） 

  海外売上高がないため、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）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  950,140  19,763  61,174  1,031,077  －  1,031,077

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 12  －  2,910  2,922  △2,922  －

計  950,152  19,763  64,085  1,034,000  △2,922  1,031,077

営業利益又は営業損失(△)  144,966  △217  14,327  159,077  △48,747  110,329

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



生産、受注及び販売の状況  

 (1) 生産実績 

 当第１四半期連結会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、又、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１四半期連結会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．金額は販売価格によっており、又、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

  
前年同四半期比(％)  

  

ソフトウェア事業（千円）  346,328  116.0

合計（千円）  346,328  116.0

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

  
前年同四半期比(％)  

  

  ソフトウェア事業（千円）  950,140  102.4

  製品（千円）  346,328  116.0

  指導・設定料等（千円）  210,143  110.2

  保守料（千円）  317,877  115.7

  商品（千円）  75,790  46.3

  介護サービス事業（千円）  19,763  102.4

  ＡＳＰ事業（千円）  61,174  128.5

 合計（千円）  1,031,077  103.7
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