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1.  平成22年4月期第2四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第2四半期 3,091 40.4 446 63.3 448 70.7 261 123.7
21年4月期第2四半期 2,202 ― 273 ― 262 ― 116 ―

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4月期第2四半期 48.77 ―

21年4月期第2四半期 21.59 ―

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4月期第2四半期 7,030 6,014 85.6 1,123.36
21年4月期 7,130 5,974 83.8 1,115.79

（参考） 自己資本   22年4月期第2四半期  6,014百万円 21年4月期  5,974百万円

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4月期 ― 0.00 ― 42.00 42.00

22年4月期 ― 0.00

22年4月期 
（予想）

― 42.00 42.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 8,000 53.1 1,603 89.2 1,609 91.5 982 118.2 183.41



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。 
また、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理については、該当事項はありません。 

(2) 四半期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、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) 発行済株式数（普通株式） 

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4月期第2四半期 5,488,000株 21年4月期  5,488,000株

② 期末自己株式数 22年4月期第2四半期  133,915株 21年4月期  133,915株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第2四半期 5,354,085株 21年4月期第2四半期 5,405,760株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想には、本資料の発表時現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれております。そのため、経済、事業環境の変動等にかかる
リスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。 



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、景気後退に歯止めのかかる動きが見られましたが、好転に至るま

でには及ばず、企業の設備投資意欲も依然として慎重なまま推移しました。医療業界におきましても、特定健診・

特定保健指導・診療報酬オンライン請求の義務化、75歳以上の医療保険制度の変更、長期療養病床の削減、社会保

険費用の国庫負担額抑制等といった外的要因の影響に加え、医師不足・人材不足による医療提供体制や介護事業縮

小の問題等は継続し、経営環境の厳しさは解消され難いものとなっております。 

このような中で当社は、顧客病院との堅固な関係性の継続と顧客満足度の向上に真摯に取り組んでまいりまし

た。平成21年８月には、第３回「ＳＳユーザー看護部会」（105病院・251名）、及び第５回「ＳＳユーザー会」

（121病院・322名）が開催され、当社システム利用医療機関同士の活発な情報交換が行われました。また両会にお

いて焦点となり、医療業界の現況としても非常に高い注目を集めているクリティカルパスにつきましては、同年７

月に引き続き11月に「クリティカルパス勉強会」の主催を予定する等、今後もより的確なユーザーニーズの反映を

図ってまいります。 

長期化する景気低迷のリスク、及び政府動向等の経営環境の先行き不透明感から、医療機関のシステム投資や設

備投資への意欲は縮小状態を維持し、市場における有力ベンダー数社の競争は激しいものとなっております。しか

しながらこの影響下において、当第２四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、受注

高は 百万円（同 ％増）、受注残高は 百万円（同 ％増）、利益面におきましては、営業利益

百万円（同 ％増）、経常利益 百万円（同 ％増）、四半期純利益 百万円（同 ％増）となりまし

た。 

  

（１）資産・負債及び純資産の状況 

 （資産） 

当第２四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円と

なりました。主な増減要因は、売上債権 百万円の減少、及びたな卸資産 百万円の増加によるものでありま

す。 

 （負債） 

当第２四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円とな

りました。主な増減要因は、仕入債務 百万円の増加、未払金 百万円の減少、前受金 百万円の減少、及び未

払法人税等 百万円の減少によるものであります。 

 （純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円増加し、 百万円と

なりました。主な増減要因は、四半期純利益 百万円及び第40期利益剰余金の配当金 百万円によるものであ

ります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期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。）は、前事業年度末に比べ  

百万円増加し、 百万円となりました。 

   当第２四半期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） 

 営業活動の結果得られた資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。これは主に、

税引前四半期純利益 百万円、売上債権減少額 百万円、たな卸資産増加額 百万円、法人税等の支払額

百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出 百万円、無形固定資産の取得による支出 百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。これは、配当

金の支払額 百万円によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

3,091 40.4

2,771 85.9 2,252 119.0 446

63.3 448 70.7 261 123.7

２．財政状態に関する定性的情報

100 7,030

298 179

141 1,015

23 15 28

101

40 6,014

261 224

113 2,044

349 100

448 298 179 270

12 122

9 3

223 225

223



  

 平成22年４月期の通期の業績予想につきましては、平成21年６月12日に発表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

  

  

（受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準の変更） 

  受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収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１四半期会計期間より適用し、第

１四半期会計期間に着手した受注契約から、当第２四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる受注契約（収益総額、原価総額及び決算日における進捗度を信頼性をもって見積ることができ

る受注契約）については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注契約については検収基

準を適用することとしております。 

  なお、この変更に伴う売上高及び損益への影響はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,044,636 1,931,461

売掛金 876,919 1,175,795

商品 208,154 166,770

仕掛品 206,823 68,801

その他 62,130 72,310

貸倒引当金 △6,925 △7,217

流動資産合計 3,391,739 3,407,922

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,435,178 1,499,865

構築物（純額） 22,620 23,826

工具、器具及び備品（純額） 123,403 137,378

土地 1,629,652 1,629,652

有形固定資産合計 3,210,854 3,290,723

無形固定資産 9,865 7,866

投資その他の資産   

投資有価証券 261,512 257,233

関係会社株式 20,000 20,000

その他 136,125 147,035

投資その他の資産合計 417,638 424,268

固定資産合計 3,638,358 3,722,858

資産合計 7,030,098 7,130,781

負債の部   

流動負債   

買掛金 304,394 281,312

未払法人税等 177,412 278,983

前受金 367,761 396,746

その他 165,956 199,703

流動負債合計 1,015,524 1,156,746

負債合計 1,015,524 1,156,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,010,800 1,010,800

利益剰余金 4,308,236 4,271,974

自己株式 △137,233 △137,233

株主資本合計 6,029,202 5,992,940

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,629 △18,905

評価・換算差額等合計 △14,629 △18,905

純資産合計 6,014,573 5,974,035

負債純資産合計 7,030,098 7,130,781



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 2,202,101 3,091,514

売上原価 1,507,879 2,252,751

売上総利益 694,221 838,762

販売費及び一般管理費 420,746 392,256

営業利益 273,475 446,506

営業外収益   

受取利息 2,001 946

受取配当金 4,766 1,923

その他 5,405 1,705

営業外収益合計 12,174 4,575

営業外費用   

投資有価証券評価損 23,120 2,920

営業外費用合計 23,120 2,920

経常利益 262,529 448,162

特別利益   

貸倒引当金戻入額 72 292

特別利益合計 72 292

特別損失   

固定資産除却損 206 175

投資有価証券評価損 58,336 －

特別損失合計 58,542 175

税引前四半期純利益 204,060 448,279

法人税、住民税及び事業税 106,215 170,140

法人税等調整額 △18,874 17,006

法人税等合計 87,341 187,146

四半期純利益 116,718 261,133



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 204,060 448,279

減価償却費 108,068 90,913

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72 △292

受取利息及び受取配当金 △6,768 △2,870

投資有価証券評価損益（△は益） 81,456 2,920

固定資産除却損 206 175

売上債権の増減額（△は増加） 96,253 298,876

たな卸資産の増減額（△は増加） △165,756 △179,405

仕入債務の増減額（△は減少） 19,134 23,081

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,766 △38,943

前受金の増減額（△は減少） △116,892 △28,985

その他の流動負債の増減額（△は減少） △78,783 4,155

その他 27,543 △514

小計 196,215 617,389

利息及び配当金の受取額 6,765 2,780

法人税等の支払額 △303,836 △270,877

営業活動によるキャッシュ・フロー △100,855 349,292

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △121,154 △9,302

無形固定資産の取得による支出 △2,068 △3,601

短期貸付金の回収による収入 333 616

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,890 △12,287

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △104 －

配当金の支払額 △225,885 △223,829

財務活動によるキャッシュ・フロー △225,990 △223,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △449,735 113,175

現金及び現金同等物の期首残高 1,746,326 1,931,461

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,296,591 2,044,636



 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



（生産、受注及び販売の状況） 

(1）ハードウェア仕入実績 

 ハードウェアの仕入実績を示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 受注実績を種類別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

６．その他の情報

種類別 
当第２四半期累計期間

（自 平成21年５月１日 
至 平成21年10月31日） 

  
     前年同四半期比（％）  

  

ハードウェア（千円）  960,828  211.9

合計（千円）  960,828  211.9

  
種類別 

受注高 
  

  
受注残高 

  

当第２四半期累計期間
（自 平成21年５月１日 
至 平成21年10月31日）

 前年同四半期比

（％）  

 
当第２四半期累計期間 

（自 平成21年５月１日 
至 平成21年10月31日） 

  

前年同四半期比

（％）  

ソフトウェア（千円）  1,898,000  170.8  1,444,010  211.6

ハードウェア（千円）  873,000  230.0  808,103  233.6

合計（千円）  2,771,000  185.9  2,252,113  219.0

種類別 
当第２四半期累計期間

（自 平成21年５月１日 
至 平成21年10月31日） 

  
   前年同四半期比（％）  

  

ソフトウェア（千円）  1,273,307  112.4

ハードウェア（千円）  1,011,421  269.8

保守サービス（千円）  806,785  116.2

合計（千円）  3,091,514  140.4

相手先 

前第２四半期累計期間
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成21年５月１日 
至 平成21年10月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

社会保険紀南病院 ― ―  625,188  20.2

財団法人厚生年金事業振興団 

東京厚生年金病院  
― ―  332,918  10.8
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