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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 2,087 12.5 181 16.7 176 12.4 99 68.7
21年3月期第2四半期 1,856 ― 155 ― 157 ― 58 ―

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 29.77 29.50
21年3月期第2四半期 16.99 16.91

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 4,512 2,482 54.0 729.37
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2四半期  2,438百万円 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
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 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00
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 4,446 7.4 722 1.5 722 1.4 380 154.9 114.06
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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、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2四半期 3,473,000株 21年3月期  3,469,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  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2四半期 3,341,723株 21年3月期第2四半期 3,469,400株

－2－

ｴﾇ･ﾃﾞｰｿﾌﾄｳｪｱ㈱　（3794）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



    当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融不安の影響による企業業績の悪化に対する政府

の大型補正予算による景気対策やアジア向け輸出の増加、在庫調整などにより、生産や輸出関連の一部に回復の動

きが見られたものの、景気や雇用情勢の先行き不透明感から企業の設備投資や消費活動は依然として低迷し、非常

に厳しい状況で推移しました。 

     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、経済環境が業績に与える影響は比較的少なかったものの、今後も継続的に実施

される法令改正への対応等、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。 

 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、受託開発事業の伸長や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ユ

ーザー数、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２四半期連結累計期間の連結売上高は2,087,879千円（前年同期比12.5%増）となりました。利益面

につきましては、付加価値の高い製品の売上が伸びたことや前年度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は181,429千円（前年同期比16.7％増）、連結経常利益は176,979千円（前年同期比12.4%

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も

のの子会社株式の評価減に伴うのれん償却費の一括計上26,688千円を計上したため99,480千円（前年同期比68.7%

増）となりました。 

  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、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、アライアンス効果もあり自社製品、保守料の売上を着実に

伸ばすことができましたが、医療関連のソフトウェア部門においては、積極的な営業活動を展開した割には受注が

伸び悩みました。その結果売上高は1,924,056千円（前年同期比12.0%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ましては、介護保険法の改正による介護報酬の増加があったものの利用者数が伸び悩んだ

結果、売上高は38,466千円（前年同期比2.8%減）となりました。 

  ③ＡＳＰ事業 

   ＡＳＰ事業につきましては、引き続き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てまいり

ました。その結果、売上高は125,356千円（前年同期比26.5%増）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は4,512,932千円で、前連結会計年度末（以下 前期末比という）に比べ

277,075千円増加となりました。主な要因としては、流動資産の増加509,426千円であります。 

 負債につきましては前期末比227,752千円の増加で、主な要因としては、ユーザー保守の受注増加による前受収益

の増加83,531千円であります。純資産につきましては前期末比49,322千円増加で、主な要因としては、その他有価証

券評価差額金の増加44,491千円であります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,625,850千円と前連結会計年度末より

998,638千円増加いたしました。当第２四半期連結累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、848,063千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541,951千円、保守料受注の増加による前受収益の増加83,531千円であります。 

（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、193,313千円の収入となりました。主な要因につきましては、投資有価証

券の売却よる収入385,518千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）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、42,738千円の支出となりました。主な要因につきましては、長期借入金に

よる資金調達で50,000千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
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    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２四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２四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。 

  

  

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 1,667,362 637,022

受取手形及び売掛金 633,417 1,175,369

商品 16,132 8,808

仕掛品 22,311 13,964

貯蔵品 9,757 9,634

その他 127,322 122,079

流動資産合計 2,476,302 1,966,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 556,126 552,464

減価償却累計額 △49,160 △41,065

建物及び構築物（純額） 506,966 511,398

土地 33,856 33,856

その他 137,598 119,199

減価償却累計額 △77,587 △66,849

その他（純額） 60,011 52,350

有形固定資産合計 600,835 597,604

無形固定資産   

のれん 60,951 60,500

その他 464,361 428,684

無形固定資産合計 525,313 489,184

投資その他の資産   

投資有価証券 520,942 758,929

その他 389,538 423,261

投資その他の資産合計 910,481 1,182,190

固定資産合計 2,036,629 2,268,980

資産合計 4,512,932 4,235,857

負債の部   

流動負債   

買掛金 37,244 86,715

短期借入金 62,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 7,200 －

未払法人税等 133,402 96,837

前受収益 785,948 702,417

賞与引当金 180,644 110,121

役員賞与引当金 12,334 24,000

その他 450,789 424,675

流動負債合計 1,669,563 1,494,765
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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) 

固定負債   

退職給付引当金 14,928 8,931

役員退職慰労引当金 113,296 108,996

その他 232,192 189,536

固定負債合計 360,417 307,463

負債合計 2,029,981 1,802,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 755,790 754,940

資本剰余金 713,290 712,440

利益剰余金 1,029,127 1,029,852

自己株式 △77,742 △77,742

株主資本合計 2,420,464 2,419,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,266 △26,225

評価・換算差額等合計 18,266 △26,225

少数株主持分 44,219 40,363

純資産合計 2,482,950 2,433,628

負債純資産合計 4,512,932 4,235,857
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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 1,856,343 2,087,879

売上原価 803,634 887,164

売上総利益 1,052,708 1,200,714

販売費及び一般管理費 897,248 1,019,284

営業利益 155,459 181,429

営業外収益   

受取利息 1,830 781

受取配当金 4,527 415

その他 818 1,812

営業外収益合計 7,177 3,009

営業外費用   

売上債権売却損 4,674 5,163

支払利息 － 1,741

その他 547 554

営業外費用合計 5,222 7,459

経常利益 157,414 176,979

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,240 10,379

投資有価証券売却益 － 71,040

特別利益合計 3,240 81,419

特別損失   

投資有価証券評価損 47,596 －

固定資産除却損 － 348

固定資産売却損 21,469 －

投資有価証券清算損 － 368

のれん償却額 － 26,688

その他 1,911 －

特別損失合計 70,978 27,405

税金等調整前四半期純利益 89,676 230,992

法人税、住民税及び事業税 55,125 129,069

法人税等還付税額 △28,189 △1,414

少数株主利益 3,778 3,855

四半期純利益 58,961 99,480
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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 89,676 230,992

減価償却費 60,118 102,603

のれん償却額 － 37,644

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,018 △10,379

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,304 70,523

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 △11,666

受取利息及び受取配当金 △6,358 △1,196

売上債権の増減額（△は増加） 317,539 541,951

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,254 △15,793

仕入債務の増減額（△は減少） △108,350 △49,470

投資有価証券評価損益（△は益） 47,596 －

前受収益の増減額（△は減少） 83,230 83,531

その他 12,991 △43,101

小計 480,476 935,640

利息及び配当金の受取額 6,358 1,196

利息の支払額 △1,038 △2,633

法人税等の支払額 △111,956 △89,977

法人税等の還付額 28,189 3,838

営業活動によるキャッシュ・フロー 402,029 848,063

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 △4,588 △34,492

有形固定資産の取得による支出 △3,256 △9,675

有形固定資産の売却による収入 29,379 －

無形固定資産の取得による支出 △173,043 △151,848

投資有価証券の取得による支出 △10,020 △2,208

投資有価証券の売却による収入 － 385,518

その他 2,226 6,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,303 193,313

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 70,000

短期借入金の返済による支出 △60,000 △58,000

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △8,207 △1,200

配当金の支払額 △104,082 △100,206

その他 － △3,332

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,289 △42,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120,436 998,638

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 993,439 1,625,850
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 該当事項はありません。 

  

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）       

  

 （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（85,833千円）は、本社の管理部門に係る

費用です。 

  

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。  

  

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  1,717,641  39,593  99,108  1,856,343  －  1,856,343

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 498  －  3,622  4,120  △4,120  －

計  1,718,139  39,593  102,730  1,860,463  △4,120  1,856,343

営業利益又は営業損失（△）  225,110  △1,927  23,180  246,363  △90,903  155,459

  
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  1,924,056  38,466  125,356  2,087,879  －  2,087,879

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 21  －  6,912  6,933  △6,933  －

計  1,924,077  38,466  132,269  2,094,812  △6,933  2,087,879

営業利益又は営業損失（△）  242,345  △2,868  34,719  274,196  △92,767  181,429

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
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