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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,066 13.0 243 24.6 245 24.7 130 ―
21年3月期第3四半期 2,713 ― 195 ― 196 ― △56 ―

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3四半期 39.05 38.70
21年3月期第3四半期 △16.34 ―

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3四半期 4,296 2,525 57.7 740.64
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3四半期  2,478百万円 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） 

(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 
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3四半期 3,476,200株 21年3月期  3,469,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  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3四半期 3,343,340株 21年3月期第3四半期 3,469,126株
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    当第３四半期連結会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、引き続

き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、内需比率の高い

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、既存事業の強化及び同業他社とのアライアンスの推進効果によるユーザー数の拡大等によ

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３四半期連結累計期間の連結売上高は3,066,484千円（前年同期比13.0%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243,171千円（前年同期比24.6％増）、連結経常利益は245,055千円（前年同期比24.7%

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130,551千円（前年同期は56,687

千円の純損失）となりました。 

   なお、事業種類別セグメントの状況は、以下の通りであります。 

   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、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、操作説明・設定料等、保

守料の売上を着実に伸ばすことができましたが、その反面、医療関連のソフトウェア部門においては、積極的な営業

活動を展開したものの、平成24年の診療報酬改定が予定されているための買控え等が影響し受注が伸び悩みました。

その結果売上高は2,819,172千円（前年同期比12.5%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56,552千円（前年同期比4.8%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190,759千円（前年同期比29.3%増）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況  

   当第３四半期連結会計期間末の総資産は4,296,662千円で、前連結会計年度末（以下前期末比という）に比べ

60,805千円増加となりました。現金及び預金の増加等により流動資産 294,736千円増加、投資有価証券の売却等に

より固定資産の減少 233,931千円が主な要因であります。 

   負債につきましては、前期末比31,236千円の減少で、法人税等の支払い等により流動負債 81,189千円減少、長

期借入金の増加等により固定負債 49,953千円増加が主な要因であります。 

    純資産につきましては前期末比92,042千円の増加で、その他有価証券評価差額金及び利益剰余金の増加によるも

のであります。 

   (2)キャッシュ・フローの状況  

       当第３四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1,555,237千円となり、前連結会計年度末

と比べて928,026千円増加しました。なお、当第３四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） 

     当第３四半期連結累計期間における営業活動のキャッシュ・フローは、876,622千円の収入（前年同期は、

428,511千円の収入）となりました。主な要因は売上債権の減少により814,407千円増加したことによるものであり

ます。  

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における投資活動のキャッシュ・フローは、103,228千円の収入（前年同期は、

509,127千円の支出）となりました。主な要因は投資有価証券の売価により391,785千円増加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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 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における財務活動のキャッシュ・フローは、51,824千円の支出（前年同期は、

118,810千円の支出）となりました。主な要因は配当金支払より100,206千円支出したことによるものであります。

  

  

    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３四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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,612,950 637,022

受取手形及び売掛金 402,656 1,175,369

商品 35,727 8,808

仕掛品 27,872 13,964

貯蔵品 11,204 9,634

その他 171,202 122,079

流動資産合計 2,261,613 1,966,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 553,159 552,464

減価償却累計額 △51,907 △41,065

建物及び構築物（純額） 501,252 511,398

土地 33,856 33,856

その他 136,916 119,199

減価償却累計額 △82,378 △66,849

その他（純額） 54,537 52,350

有形固定資産合計 589,647 597,604

無形固定資産   

のれん 57,142 60,500

その他 441,607 428,684

無形固定資産合計 498,749 489,184

投資その他の資産   

投資有価証券 527,036 758,929

その他 419,615 423,261

投資その他の資産合計 946,651 1,182,190

固定資産合計 2,035,049 2,268,980

資産合計 4,296,662 4,235,857

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,929 86,715

短期借入金 56,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 7,200 －

未払法人税等 82,241 96,837

前受収益 690,213 702,417

賞与引当金 86,822 110,121

役員賞与引当金 18,664 24,000

その他 425,504 424,675

流動負債合計 1,413,575 1,494,765
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 14,959 8,931

役員退職慰労引当金 115,454 108,996

その他 227,002 189,536

固定負債合計 357,416 307,463

負債合計 1,770,992 1,802,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 756,590 754,940

資本剰余金 714,090 712,440

利益剰余金 1,060,197 1,029,852

自己株式 △77,742 △77,742

株主資本合計 2,453,135 2,419,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,631 △26,225

評価・換算差額等合計 25,631 △26,225

少数株主持分 46,903 40,363

純資産合計 2,525,670 2,433,628

負債純資産合計 4,296,662 4,235,857
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,713,646 3,066,484

売上原価 1,231,847 1,317,692

売上総利益 1,481,799 1,748,791

販売費及び一般管理費 1,286,633 1,505,620

営業利益 195,165 243,171

営業外収益   

受取利息 2,214 1,204

受取配当金 4,824 779

その他 1,418 9,575

営業外収益合計 8,457 11,559

営業外費用   

支払利息 － 2,752

売上債権売却損 6,218 6,368

その他 900 554

営業外費用合計 7,118 9,675

経常利益 196,504 245,055

特別利益   

投資有価証券売却益 － 71,040

貸倒引当金戻入額 4,416 13,411

固定資産売却益 43 －

特別利益合計 4,459 84,451

特別損失   

投資有価証券評価損 281,561 －

固定資産除却損 21,208 －

のれん償却額 － 26,688

その他 2,216 3,299

特別損失合計 304,986 29,987

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（△）

△104,022 299,518

法人税、住民税及び事業税 △25,022 163,841

法人税等還付税額 △28,189 △1,414

少数株主利益 5,876 6,539

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,687 130,551
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

△104,022 299,518

減価償却費 95,712 174,999

のれん償却額 － 41,453

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,194 △13,411

賞与引当金の増減額（△は減少） △87,383 △23,298

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,003 △5,336

受取利息及び受取配当金 △7,039 △1,983

売上債権の増減額（△は増加） 406,592 814,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △738 △42,397

仕入債務の増減額（△は減少） △46,018 △39,785

投資有価証券評価損益（△は益） 281,561 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △71,040

前受収益の増減額（△は減少） 1,556 △12,203

その他 51,057 △73,336

小計 583,082 1,047,586

利息及び配当金の受取額 7,039 1,983

利息の支払額 △1,072 △3,564

法人税等の支払額 △188,726 △173,221

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 428,511 876,622

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 △5,878 △50,782

定期預金の払戻による収入 2,006 6,911

有形固定資産の取得による支出 △2,248 △10,406

有形固定資産の売却による収入 32,379 －

無形固定資産の取得による支出 △239,771 △196,007

投資有価証券の取得による支出 △310,032 △2,213

投資有価証券の売却による収入 － 391,785

その他 14,417 △36,059

投資活動によるキャッシュ・フロー △509,127 103,228

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 △64,000

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 △10,142 △3,000

配当金の支払額 △104,082 △100,206

その他 5,414 △4,618

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,810 △51,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △199,426 928,026

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 673,577 1,555,237
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 該当事項はありません。 

  

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）       

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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（124,705千円）は、本社の管理部門にか 

かる費用です。 

（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  2,506,745  59,373  147,527  2,713,646  －  2,713,646

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 534  －  5,691  6,225  △6,225  －

計  2,507,279  59,373  153,218  2,719,871  △6,225  2,713,646

営業利益又は営業損失（△）  295,114  △2,488  34,889  327,514  △132,349  195,165

  
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  2,819,172  56,552  190,759  3,066,484  －  3,066,484

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 30  －  11,782  11,812  △11,812  －

計  2,819,202  56,552  202,542  3,078,297  △11,812  3,066,484

営業利益又は営業損失（△）  325,902  △4,442  58,229  379,689  △136,518  243,171

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 
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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。 

  

〔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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