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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(注)平成21年10月１日付で１株を２株に分割しております。 

(2) 連結財政状態 

(注)平成21年10月１日付で１株を２株に分割しております。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 1,920 28.4 301 △5.0 300 △0.5 165 △7.1
21年3月期 1,495 23.4 316 25.4 301 20.7 177 △26.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 46.52 46.31 15.5 19.8 15.7
21年3月期 105.74 105.58 23.9 28.3 21.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 1,742 1,155 66.1 324.00
21年3月期 1,285 984 76.3 553.13

（参考） 自己資本   22年3月期  1,152百万円 21年3月期  981百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △166 138 △4 237
21年3月期 314 △430 242 270

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 17.50 17.50 62 37.6 5.8
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 17.50 17.50 35.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

830 57.8 △175 ― △175 ― △110 ― △30.92

通期 2,585 34.6 300 △0.4 300 △0.0 175 6.0 49.20
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19ページ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 3,557,060株 21年3月期 1,774,530株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(注)平成21年10月１日付で１株を２株に分割しております。 

(2) 個別財政状態 

(注)平成21年10月１日付で１株を２株に分割しております。  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 1,912 28.4 292 △1.5 293 2.4 161 △5.8
21年3月期 1,490 23.5 297 25.3 286 20.7 171 △27.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 45.49 45.28
21年3月期 101.94 101.78

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 1,724 1,140 66.1 320.51
21年3月期 1,269 972 76.7 548.22

（参考） 自己資本 22年3月期  1,140百万円 21年3月期  972百万円

※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おります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おります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「次期の見通し」をご参照下さい。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度（平成 21 年４月 1 日～平成 22 年３月 31 日）におけるわが国経済は、海外経済の改

善や政府の緊急経済対策の効果などを背景に、景気改善の兆しは感じられたものの、なお自律性は弱く､

また雇用情勢の悪化懸念や新興国経済の下振れ懸念など景気の下押しリスクが払拭できず、依然として

厳しい状況が続きました。 

また、医療関連機関を取り巻く環境も、保険者においては、景気の低迷を背景とした保険料収入の減

少などもあり厳しい財政状況が続き、病院および保険薬局においては、医療費全体の抑制を目的とした

諸施策の浸透を受け、より一層厳しい状況におかれております。 

このような厳しい状況のなかで、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は、ジェネ

リック医薬品通知サービスが順調に拡大し、医療関連情報サービスが 13 億 64 百万円（前期比 59.1％

増）、医療関連情報システムが５億 34 百万円（前期比 12.7％減）、その他が 20 百万円（前期比 17.4％

減）で、合計では 19 億 20 百万円（前期比 28.4％増）となりました。 

なお、受注していた大型案件の取引先の検収が第４四半期に集中したため、結果的に第４四半期にお

ける売上高の比率が高くなっております。 

損益面におきましては、新製品・新サービス開発のための研究開発費が前期に比べ１億 43 百万円増

加し１億 71 百万円、ソフトウエアの償却を中心に減価償却費が前期に比べ 81 百万円増加し１億 63 百

万円になるなど、費用が大幅に増加しましたが、営業利益は３億１百万円（前期比 5.0％減）、経常利

益は３億円（前期比 0.5％減）と、ほぼ前期並みの利益となりました。 

研究開発費の増加は、医療関連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支援

システムの機能強化、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。 

また、当期純利益につきましては、レセプト件数増加に対応した社内利用ソフトウエアの入替による

固定資産除却損 20 百万円を特別損失に計上したため、１億 65 百万円（前期比 7.1％減）となりました。 

 

（参考）当社のソフトウエアの研究開発活動の推移 

ソフトウエアの研究開発活動の結果は、その内容により研究開発費（販売管理費）として費用処理

と、ソフトウエア（仮勘定含む） として資産計上に分かれ、３年間の推移は次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

項目 20 年３月期 21 年３月期 
22 年３月期 

  前期比較 

研究開発費（販売管理費）として費用処理 0 27 171 143

ソフトウエア（仮勘定含む） として資産計上 124 172 37 △135

研究開発活動の合計 124 200 208 7
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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> 

保険者向け情報サービスの売上高は、健康保険組合へのジェネリック医薬品通知サービスの成功報酬

額の増加と、同サービスの全国健康保険協会からの受注により、11 億 31 百万円（前期比 199.6％増）

となりました。 

一方、製薬会社向け情報サービスは、前期までのサービスから内容を見直し、新たな提供先が決定し

たのが第４四半期となったため、２億 33 百万円（前期比 51.4％減）となりました。 

この結果、医療関連情報サービスの売上高は、13 億 64 百万円（前期比 59.1％増）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、大規模病院の需要一巡などにより２億６百万円（前期比 28.5％減）

となり、保険薬局向けシステムの売上高は、進捗の遅れを後半の積極的な営業策によりカバーし３億

27 百万円（前期比 1.4％増）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、５億 34 百万円（前期比 12.7％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 20

百万円（前期比 17.4％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。  
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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 343,454 23.0 1,075,219 56.0 731,765 213.1

 その他保険者向けサービス 34,271 2.3 56,320 2.9 22,048 64.3

保険者向け情報サービス 377,726 25.3 1,131,539 58.9 753,813 199.6

製薬会社向け情報サービス 480,000 32.1 233,200 12.1 △246,800 △ 51.4

医療関連情報サービス 857,726 57.3 1,364,739 71.1 507,013 59.1

レセプトチェックシステム 231,553 15.5 180,949 9.4 △50,604 △ 21.9

その他 57,970 3.9 25,960 1.4 △32,010 △ 55.2

病院向けシステム 289,522 19.4 206,909 10.8 △82,614 △ 28.5

システム 297,600 19.9 304,374 15.9 6,774 2.3

メンテナンス他 25,793 1.7 23,539 1.2 △2,254 △ 8.7

保険薬局向けシステム 323,393 21.6 327,912 17.1 4,519 1.4

医療関連情報システム 612,915 41.0 534,821 27.9 △78,094 △ 12.7

1,470,641 98.3 1,899,560 98.9 428,919 29.2

25,061 1.7 20,706 1.1 △4,355 △ 17.4

1,495,702 100.0 1,920,266 100.0 424,564 28.4

（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。

サービス・製品の名称

平成21年３月期

増　減自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日

平成22年３月期

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

　その他

合計

　医療関連情報事業

（サービス・製品別売上高）

 

 

②次期の見通し 

 次期の第２四半期連結累計期間の業績は、医療関連情報サービスが前年同期と比較して増加し、売

上高は８億 30 百万円（前年同期比 57.8％増）を予想しております。 

 損益面におきましては、保険薬局向けシステムの薬価改定対応や保険者向けサービスの販売力強化

などのコスト増などにより、営業利益は△１億 75 百万円、経常利益は△１億 75 百万円、当期純利益

△１億 10 百万円を予想しております。 

なお、保険者向けサービスの提供は第２四半期連結累計期間で行っても、取引先の検収が第３四半

期以降になるものがあり、次期の業績も下半期に偏重する予想となっております。 

 

次期の通期業績は、ジェネリック医薬品通知サービスの国民健康保険への拡販と、当社の技術を活

かした医療分野のソリューションビジネスの開始により、売上高は 25 億 85 百万円（前期比 34.6％

増）を予想しております。 

損益面におきましては、ジェネリック医薬品通知サービスに加え国民健康保険向けにＡＳＰシステ

ムによる保健事業支援システムを提供するための設備投資および研究開発、保険薬局向けシステムの

薬価改定対応、東京への拠点設置などによる保険者向けサービスの販売力強化のコスト増を想定して

おり、営業利益は３億円（前期比 0.4％減）、経常利益は３億円（前期比 0.0％減）と、前期並みの利

益を予想しております。 
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また、当期純利益については、次期は特別損失を予定しておりませんので、１億 75 百万円（前期

比 6.0％増）を予想しております。 

なお、当業績予想は、本決算短信提出日（平成 22 年 5 月 7日）現在で当社が想定した予想数値で

あり、当社の企業規模では、大規模なユーザーとの１件の新たな契約の成立、または想定していた契

約の不成立により、大幅に変動する可能性があります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

・資産の状況 

資産合計の当連結会計年度末の残高は、17 億 42 百万円（前連結会計年度末比４億 57 百万円増）とな

っております。 

このうち、流動資産の残高は、第４四半期に売上高が増加したことによる売掛金の増加などで、12 億

28 百万円（同４億 49 百万円増）となっております。 

また、固定資産の残高は、設備投資による有形固定資産の増加と、ソフトウエアの償却による無形固定

資産の減少などで、５億 14 百万円（同７百万円増）となっております。 

 

・負債の状況 

負債合計の当連結会計年度末の残高は、５億 87 百万円（前連結会計年度末比２億 86 百万円増）となっ

ております。 

このうち、流動負債は、売上高増加にともなう買掛金の増加、未払法人税等の増加などで、４億 87 百

万円（同２億 20 百万円増）となっております。 

また、固定負債は、設備投資によるリース債務の増加などで、１億円（同 65 百万円増）となっており

ます。 

 

・純資産の状況 

純資産合計の当連結会計年度末の残高は、利益剰余金の増加などで、11 億 55 百万円（前連結会計年度

末比１億 70 百万円増）となっております。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動によって得られた資

金１億 38 百万円から、営業活動に使用された資金１億 66 百万円と財務活動に使用された資金４百万円を差

し引いた結果、前連結会計年度末に比べ 32 百万円減少し、当連結会計年度末には２億 37 百万円となりまし

た。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動に使用された資金は、1 億 66 百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益２億 79

百万円、減価償却費１億 63 百万円などの資金の増加要因を、第４四半期に売上高が増加したことによる

売上債権の増加６億 12 百万円、法人税等の支払額 90 百万円などの資金の減少要因が、大きく上回ったこ

とによります。 

 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得られた資金は、前連結会計年度に預け入れた定期預金１億円と有価証券（譲渡性預
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金）１億円の満期の到来などで、１億 38 百万円となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用された資金は、長期借入金の返済、リース債務の返済などにより、４百万円となりまし

た。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 平成 22年 3月期

自己資本比率（％） 46.7 59.9 76.3 66.1

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
― ― 294.0 324.5

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年） 
2.2 0.4 0.1 －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
22.5 92.5 204.9 －

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、財務体質の強化および積極的な事業展開に

備えるため必要な内部留保を確保しつつ、業績に対応した配当を行うことを基本方針としております。 

内部留保は、ジェネリック医薬品通知サービスの拡大のための設備投資、製品の機能強化のためのソフト

ウエア開発投資などのために使用し、収益力並びに企業価値の向上に努める所存であります。 

 また、中期的な配当方針は、連結配当性向 30％程度を目安として配当を実施することとしております。 

 当期の配当につきましては、期末配当として一株当たり 17.50 円（連結配当性向 37.6％）を、予定してお

ります。なお、連結配当性向につきましては、平成 21 年５月８日に発表いたしました一株当たり配当金から

変更していないため、目安としている配当性向より高くなっております。 

次期につきましては、業績が下半期に偏重するため中間配当は見送り、期末配当として一株当たり 17.50

円（連結配当性向 35.6％）を予定しております。 

なお、配当を行う場合は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており

ます。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については、株主総会の決議（基準日は毎年３月 31

日）、中間配当については、取締役会の決議（基準日は毎年９月 30 日）により行うことができる旨を定款で

定めております。 
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(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財政状態に影響をおよぼす可能性のあるリスクの一部を以下で取り上げ

ておりますが、全てのリスクを網羅している訳ではありません。当社グループの事業は、現在は未知のリス

ク、あるいは現時点では特筆すべき、または重要と見なされていない他のリスクの影響を将来的に受ける可

能性もあります。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日（平成 22 年５月７日）現在におい

て当社グループが判断したものであります。 

 

a. 病院、保険薬局の経営状態 

当社グループの医療関連情報システムの主な 終ユーザーである病院、保険薬局の経営状態は、必ずし

も良好であるとは言えません。全国公私病院連盟が実施した病院経営実態調査によると、平成 21 年６月

の１ヵ月間における黒字病院の比率は 31.2％で、病院経営は厳しい状況で推移しております。また、保

険薬局の経営状態も、薬価差益の減少、大型チェーン店の進出などにより、厳しい状況となっております。 

病院、保険薬局の経営状態の更なる悪化により、当社の病院向けシステム、保険薬局向けシステムの販

売が伸び悩み、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

 

b. 健康保険組合の解散 

当社グループの保険者向けサービスの主要顧客である健康保険組合は、近年の医療費の増加により財政

状態が厳しく、組合の解散が続く可能性があり、上位組合までも解散していくような状況になった場合、

当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

 

c. システム障害 

当社グループは、保険薬局向けシステムにおいては、ＡＳＰによるサービス提供を行うなど情報システ

ムに依存した事業を展開しております。当社は、システム障害に備え、平成 18 年４月から㈱エヌ･ティ･

ティ･データのデータセンターにサーバーをハウジングするなど、必要な対策を行ってまいりましたが、

システム障害によりサービスを提供できなくなる可能性があり、そのようなことが発生した場合、当社グ

ループの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

なお、ＡＳＰは、Application Service Provider の略で、アプリケーションソフトをインターネット

を通じて顧客にレンタルする事業者の意味で、当社グループの場合は、保険薬局に Web ブラウザなどを通

じて、当社の保有するサーバーにインストールされた保険薬局向けシステムを利用していただいておりま

す。 

  

 d. 個人情報保護 

当社グループは医療関連情報サービスのサービス提供、レセプトチェックシステムなどの販売およびア

フターサービスの提供において、多くの個人情報を取り扱っております。当社は、平成 17 年９月に「プ

ライバシーマーク」認証を取得済みでありますが、不正や事故などにより個人情報の漏洩が起こる可能性

があり、そのようなことが発生した場合、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

 

e. 医療保険制度の改正 

少子高齢化による医療費増加の抑制は、国家レベルの大命題であり隔年で薬価改定と診療報酬改定が行

われるなど、医療制度改革が継続的に実施されております。 

・病院および保険薬局の設備投資意欲の萎縮 
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薬価改定と診療報酬改定の内容が病院および保険薬局の経営を圧迫する場合は、病院および保険薬局

の設備投資意欲の萎縮につながる可能性があり、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性がありま

す。 

・プログラム変更の負担の増加 

プログラム変更による負担の増加を抑えるため、保険薬局向けシステムをＡＳＰシステムへの移行な

どの対策を行ってまいりますが、大幅な医療制度の変更が実施され、大量のプログラム変更作業を余儀

なくされれば、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

 

f. 特定の取引先に対する依存 

近２連結会計年度における、㈱エヌ･ティ･ティ･データおよび COSMOSYSTEMS㈱に対する、売上高およ

び当該売上高の総売上高に対する割合は次のとおりであり、販売割合が高くなっております。 

㈱エヌ･ティ･ティ･データに対する売上高は、主にジェネリック医薬品通知サービスなどの保険者向け

情報サービスおよび製薬会社向け情報サービスであり、COSMOSYSTEMS㈱に対する売上高は、保険薬局向け

システムの販売によるものであります。 

なお、COSMOSYSTEMS㈱は当社との取引に関わる業務を、平成 21 年 4 月１日から同社の親会社である成

和産業㈱から、承継しております。 

当社グループといたしましては、独自性の高い他の追随を許さないサービスおよび製品を提供するなど、

今後も取引の継続性や安定性を確保できるように努めてまいりますが、㈱エヌ･ティ･ティ･データおよび

COSMOSYSTEMS㈱の経営施策や取引方針の変更によっては、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性が

あります。 

また、当社は、医療関連情報事業において、㈱エヌ･ティ･ティ･データと様々な業務提携の契約を締結

し、営業活動を㈱エヌ･ティ･ティ･データと協同で行っております。当社と㈱エヌ･ティ･ティ･データは良

好な関係を保っておりますが、これらの契約が更新されなかった場合、および当社に不利に更新された場

合は、当社グループの業績および今後の事業展開に影響をおよぼす可能性があります。 

 

         期別 

 

 得意先 

前連結会計年度 当連結会計年度 

金額 構成比 金額 構成比 

  千円 ％ 千円 ％ 

㈱エヌ･ティ･ティ･データ 950,600 63.6 1,318,089 68.6 

COSMOSYSTEMS㈱ － － 225,289 11.7 

成和産業㈱ 248,104 16.6 － －  

 

g. 競合他社の参入 

当社グループの医療関連情報サービスの市場は今後拡大を続けていくと想定しておりますが、当社のビ

ジネスモデルと同様のビジネスモデルを掲げる競合企業が現れる可能性があります。 

当社グループは、医療関連データベースおよびレセプトＯＣＲ変換技術の低コストによるサービス提供

と保健事業支援システムにより、他社との差別化を図り継続的な事業成長に努めておりますが、同様の

ビジネスモデルを掲げる競合他社の参入により当社の優位性が失われた場合は、当社グループの業績お

よび今後の事業展開に影響をおよぼす可能性があります。 
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h. 価格競争の激化 

当社グループの医療関連情報システムのユーザーである病院ならびに保険薬局の数は、今後増加するこ

とが期待できないため、競合他社との価格競争が激化する可能性があります。 

当社グループは、製品の他社との差別化を図りシェア拡大を目指してまいりますが、競合他社との価格

競争が激化した場合は、当社グループの業績および今後の事業展開に影響をおよぼす可能性があります。 

 

i. 人材の確保 

現在、情報産業業界においては優秀な人材の確保が難しい状況であり、積極的な求人活動およびフィリ

ピンにプログラム開発のための子会社を設立するなどの対応を行ってまいりました。 

しかしながら、当社が必要な人材獲得を目標どおりできない場合、また、優秀な従業員が退職するなど

の事態が発生した場合には、製品開発の遅れや売上計画の未達、残業時間の増加や人材の採用などに伴

う経費の増加により、当社グループの業績および今後の事業展開に影響をおよぼす可能性があります。 

 

j. ジェネリック医薬品の副作用および事故 

ジェネリック医薬品は、先発医薬品でその有効性と安全性が一定期間にわたって確認された使用実績に

加え、再審査を受けた後に発売されますので、基本的には未知の重篤な副作用が発生するリスクは極め

て小さいものですが、予期せぬ新たな副作用の発生や製品に不純物が混入するなどの事故などが発生す

る可能性があり、ジェネリック医薬品の認知度が欧米にくらべ低い現状では、ジェネリック医薬品業界

全体の販売に影響を与える可能性があります。 

この様な事態になった場合には、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成 21 年６月 29 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、「感謝・感恩・感動の三感を源にして、縁ある方々の期待を超える感動の流れを生み出

し、社会の進化と未来の環境に貢献し続ける」ことを経営理念として掲げております。 

この理念のもと、医療関連データベースをコア・コンピタンスとした、医療関連情報のサービスと製品を

通して、日本の医療費の削減のみならず、国民の健康増進（Quality of Life）に貢献することを経営の基

本方針としております。 

    

(2)目標とする経営指標 

当社グループは、成長過程にあり売上規模の拡大が必要と認識しており、高収益体質を確保しながらの

拡大を目指しております。このため、当面の目標とする経営指標としては、売上高経常利益率の維持を掲

げております。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの経営戦略は、医療関連情報サービスでは、ジェネリック医薬品通知サービスで薬剤費の削

減を実現し、この削減額でレセプトの分析データをもとにした保健事業支援サービスを保険者に提供するこ
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とを目指しております。 

また、対象とする保険者も、これまでに実績のある健康保険組合に加え、市町村（国民健康保険）、全国

健康保険協会に展開してまいります。 

また、医療関連情報システムでは、成熟して行く市場のなかで競合他社との競争に打ち勝つための製品

開発を積極的に行います。 

 

(4)会社の対処すべき課題 

医療を取り巻く環境が変化していくなか、中長期的な経営戦略に基づき当社グループが長期的に発展し

ていくための対処すべき課題は、①レセプトに関する強みを活かした事業の展開、②パッケージシステム

を、基盤事業として安定化、③医療関連データベースの品質向上と人材の確保、と認識し次のとおり取り

組んでおります。 

 

① レセプトに関する強みを活かした事業の展開 

医療費の適正化のニーズが高まる中で、レセプトに関する強みを活かした事業を展開し、社会に貢

献すると同時に、当社グループの更なる発展を目指します。 

レセプトに関する強みは、画像レセプトの効率的なコード化能力、レセプト情報の高度な分析能力

（注）および処理能力の高さであり、これらの強みを活かした事業を展開する中で、次の５つの課題

に取組みます。 

（注）医療費分解解析装置、医療費分解解析方法およびコンピュータプログラムに関する特許（特許

第 4312757 号） 

    当特許により、レセプトに記載された複数の疾病に対応する医薬品や診療行為について、い

ずれの疾病に対応するかを特定することができ、疾病毎の医療費を正確かつ効率的に把握す

ることが可能となります。 

・全国健康保険協会向けサービスの長期継続化 

保健事業支援サービスも含めて複数回のジェネリック医薬品促進通知の実施を提案し、長期継続す

る発展的な事業を目指します。 

・既存健康保険組合の継続化 

保健事業支援サービスを提案し、ジェネリック医薬品通知サービスから保健事業への転換によるサ

ービスの長期継続化を目指します。 

・国民健康保険、健康保険組合からの新規受注 

自治体向けにジェネリック医薬品通知サービス、保健事業支援サービスを中四国地区から開始し、

全国へ向け県単位の波及を目指します。また、健康保険組合向けには、柔軟な対応を行うことで、サ

ービス提供機会の拡大を図り、事業規模を拡大させます。 

・新事業の推進 

ジェネリック医薬品通知サービスに続く、レセプト情報を活用した次期サービスとして、病気の重

症化を防ぐ疾病管理サービスを新事業として計画を進めています。これらの事業を通じて、医療費の

適正化と健康増進に貢献します。 

・レセプト処理能力の増強 

事業規模の拡大により増加するレセプト処理件数に対応するために、データセンター設備の拡充と

ソフトウエアの機能強化を行い、処理能力を増強させます。 
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② パッケージシステムを、基盤事業として安定化 

変化する市場に合致した体制を構築し、商品群の再編を進めることにより、パッケージシステム販売

の売上規模を維持し、基盤事業として安定化を図ります。 

・保険薬局向けシステム 

お客様のニーズに応えるために販売代理店への支援を継続し、販売体制を強化します。 

・病院向けシステム 

ＤＰＣ対応のレセプトチェックシステムの機能を強化し、市場ニーズに合致した新商品として販売

することで、病院向けパッケージシステムの柱に育て上げ、病院向けシステムの売上規模を維持しま

す。 

 

③ 医療関連データベースの品質向上と人材の確保 

・医療関連データベース開発体制の強化により、医療関連データベースの品質を更に高め、維持すると

ともに、活用実績により当社のデータベースの社会的評価を高めます。 

・新規事業開発のための人材を確保し、数年後に柱となる新規事業への土台を構築します。 

 

 (5)その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 370,591 237,943

売掛金 206,060 818,580

有価証券 100,000 －

商品 87 －

仕掛品 67,684 108,105

原材料及び貯蔵品 9,406 6,975

繰延税金資産 19,076 37,039

その他 6,858 24,575

貸倒引当金 △1,192 △4,846

流動資産合計 778,570 1,228,371

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 101,400 102,424

減価償却累計額 △53,183 △56,617

建物及び構築物（純額） 48,217 45,807

機械装置及び運搬具 17,995 18,018

減価償却累計額 △11,242 △14,385

機械装置及び運搬具（純額） 6,753 3,633

工具、器具及び備品 － 159,147

減価償却累計額 － △66,470

工具、器具及び備品（純額） － 92,677

その他 84,218 －

減価償却累計額 △45,614 －

その他（純額） 38,604 －

有形固定資産合計 93,574 142,117

無形固定資産   

ソフトウエア 205,105 150,790

ソフトウエア仮勘定 46,343 557

のれん 10,125 6,230

その他 404 404

無形固定資産合計 261,977 157,981

投資その他の資産   

投資有価証券 14,124 15,692

出資金 34,681 34,681

長期預け金 56,988 63,884

繰延税金資産 34,484 83,915

その他 11,235 16,003

投資その他の資産合計 151,512 214,176

固定資産合計 507,063 514,274

資産合計 1,285,632 1,742,646
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,703 99,989

1年内返済予定の長期借入金 6,437 6,437

未払金 26,693 32,625

未払費用 46,317 67,866

リース債務 － 17,108

未払法人税等 92,303 184,695

賞与引当金 28,561 36,482

その他 24,462 41,924

流動負債合計 266,474 487,125

固定負債   

長期借入金 23,853 17,417

リース債務 － 70,767

退職給付引当金 10,715 11,857

固定負債合計 34,569 100,041

負債合計 301,043 587,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,800 454,200

資本剰余金 151,800 154,200

利益剰余金 379,077 544,221

株主資本合計 982,677 1,152,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 371 1,312

為替換算調整勘定 △1,500 △1,460

評価・換算差額等合計 △1,128 △148

少数株主持分 3,041 3,007

純資産合計 984,589 1,155,479

負債純資産合計 1,285,632 1,742,646
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,495,702 1,920,266

売上原価 685,899 897,762

売上総利益 809,803 1,022,504

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  492,933 ※1, ※2  721,347

営業利益 316,870 301,157

営業外収益   

受取利息 248 62

受取配当金 315 308

有価証券利息 323 －

雑収入 542 290

その他 36 2

営業外収益合計 1,463 662

営業外費用   

支払利息 1,413 1,288

為替差損 3,233 310

株式交付費 4,757 －

株式公開費用 7,207 －

その他 － 149

営業外費用合計 16,609 1,746

経常利益 301,724 300,072

特別利益   

貸倒引当金戻入額 58 －

特別利益合計 58 －

特別損失   

固定資産除却損 ※3  153 ※3  20,552

特別損失合計 153 20,552

税金等調整前当期純利益 301,629 279,520

法人税、住民税及び事業税 112,608 182,421

法人税等調整額 9,763 △68,021

法人税等合計 122,371 114,399

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,461 △23

当期純利益 177,797 165,144
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 300,000 451,800

当期変動額   

新株の発行 151,800 2,400

当期変動額合計 151,800 2,400

当期末残高 451,800 454,200

資本剰余金   

前期末残高 － 151,800

当期変動額   

新株の発行 151,800 2,400

当期変動額合計 151,800 2,400

当期末残高 151,800 154,200

利益剰余金   

前期末残高 201,280 379,077

当期変動額   

当期純利益 177,797 165,144

当期変動額合計 177,797 165,144

当期末残高 379,077 544,221

株主資本合計   

前期末残高 501,280 982,677

当期変動額   

新株の発行 303,600 4,800

当期純利益 177,797 165,144

当期変動額合計 481,397 169,944

当期末残高 982,677 1,152,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 9,109 371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,738 941

当期変動額合計 △8,738 941

当期末残高 371 1,312

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,488 △1,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 988 39

当期変動額合計 988 39

当期末残高 △1,500 △1,460
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,621 △1,128

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,750 980

当期変動額合計 △7,750 980

当期末残高 △1,128 △148

少数株主持分   

前期末残高 3,443 3,041

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △402 △34

当期変動額合計 △402 △34

当期末残高 3,041 3,007

純資産合計   

前期末残高 511,345 984,589

当期変動額   

新株の発行 303,600 4,800

当期純利益 177,797 165,144

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,152 946

当期変動額合計 473,245 170,889

当期末残高 984,589 1,155,479
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 301,629 279,520

減価償却費 81,940 163,709

のれん償却額 2,268 3,895

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,127 3,654

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,273 7,921

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,252 1,142

受取利息及び受取配当金 △562 △370

有価証券利息 △323 －

為替差損益（△は益） 134 63

支払利息 1,413 1,288

有形固定資産除却損 153 68

無形固定資産除却損 － 20,484

株式交付費 4,757 －

売上債権の増減額（△は増加） 26,656 △612,521

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,258 △37,904

仕入債務の増減額（△は減少） △27,057 58,286

その他 △16,013 35,551

小計 378,387 △75,213

利息及び配当金の受取額 621 859

利息の支払額 △1,535 △1,271

法人税等の支払額 △62,988 △90,961

営業活動によるキャッシュ・フロー 314,485 △166,587

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △100,000 －

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 △51,777 △7,520

無形固定資産の取得による支出 △177,714 △37,240

関係会社株式の取得による支出 △4,763 △10,000

定期預金の預入による支出 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 － 100,000

その他の支出 3,324 △6,896

投資活動によるキャッシュ・フロー △430,930 138,344

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 △6,437 △6,437

株式の発行による収入 298,843 4,800

リース債務の返済による支出 － △2,796

財務活動によるキャッシュ・フロー 242,407 △4,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △210 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 125,752 △32,648

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期末残高 ※1  270,591 ※1  237,943
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
 
(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成 21 年６月 29 日提出）における「連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 
 (7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

(リース取引に関する会計基準) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 

日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３

月 30 日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。 

これによる、営業利益、経常利益および税金等調整前
当期純利益に与える影響はありません。 

（受注制作のソフトウェアの売上高および売上原価

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、当連結会計年度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、損益に与える影響はありません。 

 

(8) 表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

(連結貸借対照表) 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前受
金」(当連結会計年度は 1,450 千円)は、負債及び純資産
の合計額の 100 分の５以下となったため、流動負債の
「その他」に含めて表示することにしました。 

(連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」、
「減価償却累計額」及び「その他（純額）」として掲記
しておりました「工具、器具及び備品」、「減価償却累
計額」及び「工具、器具及び備品(純額)」は、資産の
合計額の 5/100 以上となったため、当連結会計年度に
おいては区分掲記することに変更しました。 
なお、前連結会計年度の各科目の金額は次のとおり

です。 

工具、器具及び備品     
減価償却累計額   
工具、器具及び備品(純額) 

84,218 千円

45,614 千円
38,604 千円
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(9) 注記事項 

  

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金
額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金
額は次のとおりであります。 

役員報酬     
従業員給料手当   
賞与引当金繰入額 
 

90,300 千円 

66,688 千円 
7,452 千円 

 

役員報酬     
従業員給料手当   
賞与引当金繰入額 
 

93,900 千円 

92,737 千円 
10,116 千円 

 

※２ 研究開発費の総額 
    一般管理費に含まれる研究開発費は、27,717 千

円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究
開発費はありません。 

 

※２ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開発費は、171,101 千

円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究
開発費はありません。 
 

※３ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりでありま
す。 

※３ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりでありま
す。 

 
 

工具、器具及び備品 

 

153 千円 

 

 

ソフトウエア 

工具、器具及び備品 

20,484 千円 

68 千円 

 

    計 153 千円     計 20,552 千円 

 

 

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

(平成 21 年３月 31 日現在) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

(平成 22 年３月 31 日現在) 

現金及び預金勘定  370,591 千円 

預入期間３か月超 

の定期預金    △100,000 千円 
                 

現金及び預金勘定  237,943 千円 
                 

現金及び現金同等物 270,591 千円 
 

現金及び現金同等物 237,943 千円 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な 
原因別の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な 
原因別の内訳 

(繰延税金資産) (繰延税金資産) 

(1)流動資産 (1)流動資産 

 賞与引当金 11,424 千円  未払事業税 14,878 千円  

 未払事業税 7,376 千円  賞与引当金 14,593 千円  

 その他 4,948 千円  その他 11,005 千円  

 繰延税金資産(流動)小計 24,558 千円   繰延税金資産(流動)小計 40,477 千円  

 評価性引当額 △2,781 千円  評価性引当額 △3,438 千円  

 繰延税金資産(流動)合計 21,776 千円  繰延税金資産(流動)合計 37,039 千円  

 繰延税金負債(流動)との相殺 △2,700 千円  繰延税金負債(流動)との相殺 － 千円  

 繰延税金資産(流動)の純額  19,076 千円   繰延税金資産(流動)の純額  37,039 千円  

(2)固定資産 (2)固定資産 

 子会社株式評価損  19,539 千円  ソフトウェア 62,795 千円  

 ソフトウェア  18,262 千円   子会社株式評価損  19,539 千円  

 プログラム開発費 11,465 千円  減価償却限度超過額 17,386 千円  

 税務上の繰越欠損金 8,430 千円  税務上の繰越欠損金 8,822 千円  

 退職給付引当金 4,103 千円  退職給付引当金 4,609 千円  

 その他 901 千円  繰延税金資産(固定)小計 113,151 千円 
△28,361 千円 

 

 繰延税金資産(固定)小計 62,700 千円  評価性引当額  

 評価性引当額 △27,969 千円  繰延税金資産(固定)合計 84,790 千円 
△875 千円 

 

 繰延税金資産(固定)合計 34,731 千円  繰延税金負債(固定)との相殺  

 繰延税金負債(固定)との相殺 △248 千円  繰延税金資産(固定)の純額 83,915 千円  

 繰延税金資産(固定)の純額 34,484 千円     

        
 
(繰延税金負債) 

 
(繰延税金負債) 

(1)流動負債 固定負債 

 プログラム等準備金 △2,700 千円   その他有価証券評価差額金 △875 千円  

 繰延税金負債(流動)合計 △2,700 千円 繰延税金負債(固定)合計 △875 千円 
875 千円 

 

 繰延税金資産(流動)との相殺 2,700 千円  繰延税金資産(固定)との相殺  

 繰延税金負債(流動)の純額 － 千円  繰延税金負債(固定)の純額 －千円  

(2)固定負債   

 その他有価証券評価差額金 △248 千円    
 

 

 繰延税金負債(固定)合計 △248 千円     

 繰延税金資産(固定)との相殺 248 千円    

 

 

 繰延税金負債(固定)の純額 －千円     

    
 

 
 

  

 
上記を除く連結貸借対照表関係、連結株主資本等変動計算書関係、リース取引関係、金融商品関係、

有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係および賃借等不動

産関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 
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（セグメント情報） 

a. 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度  （自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）および 

当連結会計年度  （自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 

当社グループの主な事業は、医療関連の情報サービスおよび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、営業利益および資産の金額
の合計額に占める「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。 

 

b. 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度  （自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）および 

当連結会計年度  （自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合が
いずれも９０％を超えているため、記載を省略しております。 

 

c. 海外売上高 

前連結会計年度  （自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）および 

当連結会計年度  （自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

㈱データホライゾン　（3628）　平成22年３月期　決算短信

22



 

（関連当事者情報） 

前連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）および 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 
該当事項はありません。 

 
 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 553.13 円 １株当たり純資産額 324.00 円 

１株当たり当期純利益金額 105.74 円 １株当たり当期純利益金額 46.52 円 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
105.58 円 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

46.31 円 

   

（注）１．当社は、平成 21 年 10 月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度末の１株当たり純資産額は 276.57 円、１株当たり当期

純利益金額は 52.87 円、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は 52.79 円であります。 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

 

 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 177,797 165,144 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 177,797 165,144 

期中平均株式数（千株） 1,681 3,550 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

普通株式増加数（千株） 3 16 

（うち新株予約権） （   3） （   16） 

 

（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 335,314 203,138

売掛金 208,950 819,313

有価証券 100,000 －

仕掛品 67,996 108,256

原材料及び貯蔵品 9,322 6,607

前払費用 4,241 21,619

繰延税金資産 17,049 35,557

その他 827 829

貸倒引当金 △1,254 △4,916

流動資産合計 742,446 1,190,401

固定資産   

有形固定資産   

建物 97,004 98,021

減価償却累計額 △49,736 △52,969

建物（純額） 47,268 45,053

構築物 1,200 1,200

減価償却累計額 △1,077 △1,100

構築物（純額） 123 101

船舶 5,957 5,957

減価償却累計額 △4,238 △5,279

船舶（純額） 1,719 678

車両運搬具 8,578 8,578

減価償却累計額 △3,751 △5,764

車両運搬具（純額） 4,827 2,814

工具、器具及び備品 76,665 151,994

減価償却累計額 △38,901 △59,921

工具、器具及び備品（純額） 37,764 92,073

有形固定資産合計 91,701 140,718

無形固定資産   

ソフトウエア 208,291 152,079

ソフトウエア仮勘定 46,504 722

その他 404 404

無形固定資産合計 255,199 153,205

投資その他の資産   

投資有価証券 14,124 15,692

関係会社株式 22,544 22,544

出資金 34,681 34,681

関係会社長期貸付金 8,097 6,150

長期前払費用 2,499 6,487

長期預け金 56,988 63,884

繰延税金資産 34,484 83,915

その他 6,316 7,096

投資その他の資産合計 179,732 240,450

固定資産合計 526,633 534,373

資産合計 1,269,079 1,724,775
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 44,410 103,155

1年内返済予定の長期借入金 6,437 6,437

リース債務 － 17,108

未払金 27,026 32,625

未払費用 44,060 65,738

未払法人税等 90,128 183,775

未払消費税等 18,318 33,078

前受金 1,450 1,513

預り金 2,759 6,263

賞与引当金 27,088 34,982

流動負債合計 261,675 484,675

固定負債   

長期借入金 23,853 17,417

リース債務 － 70,767

退職給付引当金 10,715 11,857

固定負債合計 34,569 100,041

負債合計 296,244 584,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,800 454,200

資本剰余金   

資本準備金 151,800 154,200

資本剰余金合計 151,800 154,200

利益剰余金   

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 4,050 －

繰越利益剰余金 364,814 530,347

利益剰余金合計 368,864 530,347

株主資本合計 972,464 1,138,747

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 371 1,312

評価・換算差額等合計 371 1,312

純資産合計 972,836 1,140,059

負債純資産合計 1,269,079 1,724,775
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 1,482,431 1,907,103

商品売上高 7,757 5,577

売上高合計 1,490,188 1,912,681

売上原価   

当期製品製造原価 687,845 889,778

合計 687,845 889,778

製品売上原価 687,845 889,778

商品期首たな卸高 10 －

当期商品仕入高 5,842 5,399

合計 5,851 5,399

商品期末たな卸高 － －

商品売上原価 5,851 5,399

売上原価合計 693,697 895,177

売上総利益 796,492 1,017,504

販売費及び一般管理費 498,989 724,533

営業利益 297,503 292,971

営業外収益   

受取利息 426 219

有価証券利息 323 －

受取配当金 315 308

業務受託手数料 780 780

雑収入 536 245

その他 5 －

営業外収益合計 2,384 1,553

営業外費用   

支払利息 1,413 1,288

為替差損 134 63

株式交付費 4,757 －

株式公開費用 7,207 －

営業外費用合計 13,511 1,351

経常利益 286,376 293,173

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,833 －

特別利益合計 3,833 －

特別損失   

固定資産除却損 153 20,520

特別損失合計 153 20,520

税引前当期純利益 290,056 272,654

法人税、住民税及び事業税 108,414 179,738

法人税等調整額 10,247 △68,567

法人税等合計 118,661 111,171

当期純利益 171,395 161,482
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 300,000 451,800

当期変動額   

新株の発行 151,800 2,400

当期変動額合計 151,800 2,400

当期末残高 451,800 454,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 151,800

当期変動額   

新株の発行 151,800 2,400

当期変動額合計 151,800 2,400

当期末残高 151,800 154,200

資本剰余金合計   

前期末残高 － 151,800

当期変動額   

新株の発行 151,800 2,400

当期変動額合計 151,800 2,400

当期末残高 151,800 154,200

利益剰余金   

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 13,500 4,050

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △9,450 △4,050

当期変動額合計 △9,450 △4,050

当期末残高 4,050 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 183,969 364,814

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 9,450 4,050

当期純利益 171,395 161,482

当期変動額合計 180,845 165,532

当期末残高 364,814 530,347

利益剰余金合計   

前期末残高 197,469 368,864

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 － －

当期純利益 171,395 161,482

当期変動額合計 171,395 161,482

当期末残高 368,864 530,347
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 497,469 972,464

当期変動額   

新株の発行 303,600 4,800

当期純利益 171,395 161,482

当期変動額合計 474,995 166,282

当期末残高 972,464 1,138,747

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 9,109 371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,738 941

当期変動額合計 △8,738 941

当期末残高 371 1,312

評価・換算差額等合計   

前期末残高 9,109 371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,738 941

当期変動額合計 △8,738 941

当期末残高 371 1,312

純資産合計   

前期末残高 506,578 972,836

当期変動額   

新株の発行 303,600 4,800

当期純利益 171,395 161,482

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,738 941

当期変動額合計 466,258 167,223

当期末残高 972,836 1,140,059
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

６．その他 

(1) 役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 

 

㈱データホライゾン　（3628）　平成22年３月期　決算短信

29


	平成22年３月期　決算短信　サマリー情報　100506-4　pあり.pdf
	平成22年３月期　決算短信　サマリー情報以外　　100507　1352　pあり
	02　第29期　決算短信　連結経営成績に関する定性的情報　次回役員会報告履歴保存　2010.05.07-2.pdf
	03 連結財務諸表
	04　第29期　決算短信 〔連財基本となる重要な事項〕2010.05.07
	05　第29期　決算短信 〔連財の注記事項〕_第2.3版）2010.5
	06 個別財務諸表
	07　第29期　決算短信 〔その他〕




