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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 526 △28.1 △121 ― △122 ― △76 ―
21年3月期第2四半期 732 ― 144 ― 130 ― 74 ―

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2四半期 △43.04 ―
21年3月期第2四半期 46.71 46.67

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2四半期 1,092 908 82.9 510.18
21年3月期 1,285 984 76.3 553.13

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  905百万円 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 平成21年10月１日付で１株を２株に分割しており、平成22年３月期（予想）の配当の状況につきましては、分割後の株数により記載しております。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 17.50 17.50

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  
  ※１ 平成21年10月１日付で１株を２株に分割しており、通期の１株当たり当期純利益につきましては、分割後の株数により記載しております。 
  ※２ 平成21年10月27日に、第２四半期累計期間の業績予想の修正を公表いたしましたが、通期につきましては修正いたしておりません。 

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 1,960 31.0 240 △24.4 235 △22.3 135 △24.1 38.04
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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10月27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。 
 平成21年８月11日開催の取締役会決議に基づき、平成21年10月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 
 なお、平成22年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益につきましては、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

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） 22年3月期第2四半期 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2四半期  ―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2四半期 1,774,530株 21年3月期第2四半期 1,588,738株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年9月30日）におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界

的な景気悪化により企業業績の低迷が続き、失業率は過去 悪をしめすなど、景気は依然として厳しい状況が続

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２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は、医療関連情

報サービスが２億89百万円（前年同期比28.8％減）、医療関連情報システムが２億23百万円（同27.6％減）、そ

の他が12百万円（同20.4％減）で、合計では５億26百万円（同28.1％減）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、研究開発費が前年同期に比べ78百万円増加し93百

万円、減価償却費が前年同期に比べ23百万円増加し58百万円になるなど、費用が増加したことで営業損失は１億

21百万円、経常損失は１億22百万円、四半期純損失は76百万円となりました。 

研究開発費の増加は、医療情報サービスで取り扱うレセプト件数の増加への対応と保健事業のための開発、医

療関連情報システムの保険薬局向けシステムのチェーン店対応、レセプトチェックシステムのＤＰＣ対応の開発

などによります。 

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。 

  

<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、２億66百万円（前年同期

比137.1％増）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、２億89百万円（同28.8％減）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１億３百万円（前年同期比21.2％減）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営業活動の停滞などにより１億20百万円（同32.4％

減）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、２億23百万円（同27.6％減）となりました。 

<その他> 

その他は、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12百万円

（前年同期比20.4％減）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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 (サービス・製品別売上高） 

  (注)記載金額は、千円未満を四捨五入して記載しております。  

  

 当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べて流動資産が１億88百万円、固定資産が４百万円それぞれ減

少したため、資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億92百万円減少し10億92百万円となりました。  

 一方、負債合計は前連結会計年度末に比べて１億16百万円減少し１億84百万円となり、純資産も前連結会計年度末

に比べて76百万円減少し９億８百万円となっております。 

 当第２四半期末における流動比率は、流動負債の減少の影響が大きく、前連結会計年度末から95.2ポイント改善

し、387.4％となりました。 

 また、純資産が減少したものの、流動負債が大きく減少した結果、自己資本比率は、前連結会計年度末から6.6ポ

イント改善し82.9％となっております。 

 (資産)  

 当第２四半期末の流動資産の残高は、現金及び預金の減少１億66百万円、売掛金の回収による減少21百万円など

により、前連結会計年度末に比べて１億88百万円減少しております。 

 また、固定資産は、ソフトウェア開発の完成によるソフトウェア仮勘定からソフトウェ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２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億92百万円減少し、10億92百万円となっ

ております。 

 (負債) 

 当第２四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１億14百万

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２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億16百万円減少し、１億84百万円となっ

ております。 

 (純資産) 

 当第２四半期末の純資産の残高は、利益剰余金の減少76百万円などにより前連結会計年度末に比べ76百万円減少

し、９億８百万円となっております。  

  

  

サービス・製品の名称 

前第２四半期  

連結累計期間 

当第２四半期  

連結累計期間 
増 減 

自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日

自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日 

販売高(千円)
構成比

(％) 
販売高(千円)

構成比

(％) 
金額(千円) 増減率 

 

 

 
 ジェネリック医薬品通知サービス 112,290 15.3 266,244 50.6 153,954 137.1%

  その他保険者向けサービス 14,655 2.0 23,570 4.5 8,915 60.8%

    保険者向け情報サービス 126,945 17.3 289,814 55.1 162,869 128.3%

   製薬会社向け情報サービス 280,203 38.3 - － △280,203 △100.0%

    医療関連情報サービス 407,147 55.6 289,814 55.1 △117,334 △28.8%

  
 
レセプトチェックシステム 107,078 14.6 92,886 17.7 △14,192 △13.3%

  その他 23,767 3.2 10,243 1.9 △13,524 △56.9%

     病院向けシステム 130,844 17.9 103,128 19.6 △27,716 △21.2%

  
 
システム 154,502 21.1 105,134 20.0 △49,367 △32.0%

  メンテナンス他 24,206 3.3 15,735 3.0 △8,471 △35.0%

    保険薬局向けシステム 178,707 24.4 120,869 23.0 △57,838 △32.4%

    医療関連情報システム 309,552 42.3 223,998 42.6 △85,554 △27.6%

 医療関連情報事業 716,699 97.9 513,811 97.7 △202,888 △28.3%

 その他 15,311 2.1 12,191 2.3 △3,120 △20.4%

合計 732,010 100.0 526,002 100.0 △206,008 △28.1%

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 第２四半期連結累計期間の業績は、平成21年８月３日に公表しました業績予想数値を上回り、平成21年10月27に修

正いたしました。 

 通期の業績予想につきましては、保健事業支援システムの機能強化などで研究開発費の増加が見込まれるため、連

結・個別ともに平成21年８月３日に公表しました業績予想の変更をいたしません。  

  

 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ェ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ェ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)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手したソフトウェア契約から、当第２四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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 204,027 370,591

売掛金 184,494 206,060

有価証券 － 100,000

商品 － 87

仕掛品 141,944 67,684

原材料及び貯蔵品 8,797 9,406

その他 51,797 25,935

貸倒引当金 △1,025 △1,192

流動資産合計 590,033 778,570

固定資産   

有形固定資産 85,775 93,574

無形固定資産   

ソフトウエア 221,525 205,105

ソフトウエア仮勘定 1,343 46,343

のれん 8,178 10,125

その他 404 404

無形固定資産合計 231,451 261,977

投資その他の資産 185,466 151,512

固定資産合計 502,692 507,063

資産合計 1,092,724 1,285,632

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,964 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 3,046 92,303

賞与引当金 29,315 28,561

その他 77,540 97,472

流動負債合計 152,301 266,474

固定負債   

長期借入金 20,635 23,853

退職給付引当金 11,286 10,715

固定負債合計 31,921 34,569

負債合計 184,223 301,043
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 302,837 379,077

株主資本合計 906,437 982,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 525 371

為替換算調整勘定 △1,640 △1,500

評価・換算差額等合計 △1,115 △1,128

少数株主持分 3,180 3,041

純資産合計 908,502 984,589

負債純資産合計 1,092,724 1,285,632
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 732,010 526,002

売上原価 345,027 301,445

売上総利益 386,983 224,557

販売費及び一般管理費 242,365 346,285

営業利益又は営業損失（△） 144,618 △121,728

営業外収益   

受取利息 50 47

受取配当金 153 153

雑収入 301 279

その他 35 2

営業外収益合計 538 481

営業外費用   

支払利息 1,010 360

株式交付費 4,757 －

株式公開費用 7,207 －

為替差損 1,369 797

営業外費用合計 14,343 1,157

経常利益又は経常損失（△） 130,813 △122,404

特別利益   

貸倒引当金戻入額 66 167

特別利益合計 66 167

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

130,878 △122,237

法人税、住民税及び事業税 50,737 1,654

法人税等調整額 4,576 △47,662

法人税等合計 55,314 △46,008

少数株主利益 1,351 140

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,214 △76,369
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

130,878 △122,237

減価償却費 35,067 58,586

のれん償却額 1,134 1,947

貸倒引当金の増減額（△は減少） △66 △167

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,723 754

退職給付引当金の増減額（△は減少） 626 571

受取利息及び受取配当金 △203 △200

支払利息 1,010 360

為替差損益（△は益） 143 27

株式交付費 4,757 －

売上債権の増減額（△は増加） 47,501 21,566

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,600 △73,564

仕入債務の増減額（△は減少） △28,250 △5,847

その他 △16,919 △20,831

小計 162,801 △139,035

利息及び配当金の受取額 321 788

利息の支払額 △1,044 △452

法人税等の支払額 △39,981 △88,967

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,097 △227,666

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 △28,045 △4,812

無形固定資産の取得による支出 △75,644 △17,334

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 △4,771 △10,000

その他の支出 △3,448 △3,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,909 164,405

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（△は減少） △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,218 △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 △3,218

現金及び現金同等物に係る換算差額 △111 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 255,703 △66,564

現金及び現金同等物の期首残高 144,839 270,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 400,542 204,027
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 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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