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（百万円未満切捨て） 

 

１．平成 23 年３月期第１四半期の連結業績 （平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 日） 
 
(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 ％

23 年３月期第１四半期 
22 年３月期第１四半期 

410 
234 

74.9
-

△44
△69

-
-

△44
△69

- 
- 

△21
△43

-
-

 

 
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

23 年３月期第１四半期 
22 年３月期第１四半期 

△ 5.92
△24.44

－ 
－ 

 
 (2)連結財政状態 

 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
23 年３月期第１四半期 
22 年３月期 

1,422
1,742

1,072
1,155

75.2 
66.1 

300.62
324.00

(参考) 自己資本       23 年３月期第１四半期 1,069 百万円  22 年３月期 1,152 百万円 
 
２．配当の状況 
 

 
年間配当金 

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 

22 年３月期 － 0.00 － 17.50 17.50 

23 年３月期 －  

23 年３月期(予想)  0.00 － 17.50 17.50 

(注)当四半期における配当予想の修正有無 : 無 
 
３．平成 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(累計)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(累計) 
通    期 

830 
2,585 

57.8 
34.6 

△175
300

-
△0.4

△175
300

-
0.0

△110 
175 

- 
6.0 

△30.92
49.20

(注)当四半期における業績予想の修正有無 : 無 
 
 
 
 

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無 
四半期決算説明会開催の有無  : 無 



 

 

 
４．その他 (詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。) 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  : 無 
(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有 
(注)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の有無となります。 

 
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更  : 有 
② ①以外の変更         : 無 

(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 23 年３月期１Ｑ 3,557,060株 22 年３月期 3,557,060株

②期末自己株式数 23 年３月期１Ｑ － 株 22 年３月期 － 株

③期中平均株式数(四半期累計) 23 年３月期１Ｑ 3,557,060株 22 年３月期１Ｑ 1,774,530株

 
 
 
 
※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

 
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）P.3「1.
当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 
２． 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。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年６月30日)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２億66百万円（前年同期比98.9％増）、医療関連情報シス

テムが１億40百万円（同47.6％増）、その他が４百万円（同30.3％減）で、合計では４億10百万円

（同74.9％増）となりました。 

損益面におきましては、当期も前期と同様に売上高が下半期に偏重することが予想される中で、

売上高は増加しましたが、事業規模の拡大による費用の増加もあり、損失幅が前年同期に比べ縮小

し、営業損失44百万円、経常損失44百万円、四半期純損失は21百万円となりました。 

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、健康保険組合からの成功報酬の金額が増加したこ

とで２億９百万円（前年同期比 71.9％増）となりました。また、同サービスは国民健康保険からの

新規受注が２件あり、順調に推移しております。 

製薬会社向け情報サービスの売上高は、前期第４四半期から開始した新たなサービスにより、53

百万円となりました。 

この結果、医療関連情報サービスの売上高は、２億 66 百万円（同 98.9％増）となりました。 

 

<医療関連情報システム> 

薬価改定により営業活動が停滞したものの、医療機関のＩＴ化に対する平成21年度の助成金が22

年度に繰り越されたことなどで、病院向けシステムの売上高は、44百万円（前年同期比10.7％増）、

保険薬局向けシステムの売上高は、70百万円（同29.0％増）となりました。その他の売上高は、医

療関連の受託開発などにより、24百万円となりました。 

この結果、医療関連情報システムの売上高は、１億40百万円（同47.6％増）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４百万円（前年同期比30.3％減）となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億 20 百万円減少し 14 億 22 百万円となり

ました。 

また、当第１四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 97.2 ポイント改善し、349.4％となりました。 

さらに、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 9.1 ポイント改善し 75.2％となりました。 
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(資産) 

当第１四半期末の流動資産の残高は、売掛金の回収による減少５億６百万円などにより、前連結

会計年度末に比べて３億 35 百万円減少しました。 

また、固定資産は、社内ソフトウエアの機能強化のための開発等により 15 百万円増加しました。 

この結果、当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億 20 百万円減少し、14 億

22 百万円となりました。 

(負債) 

当第１四半期末の流動負債の残高は、未払法人税等の減少１億 82 百万円、買掛金の減少 67 百万

円などにより、前連結会計年度末に比べて２億 31 百万円減少しました。なお、固定負債に大きな増

減はありません。 

この結果、当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億 37 百万円減少し、３億

49 百万円となりました。 

(純資産) 

当第１四半期末の純資産の残高は、配当金の支払い 62 百万円および四半期純損失 21 百万円によ

り利益剰余金が 83 百万円減少したことなどで、前連結会計年度末に比べ 82 百万円減少し、10 億 72

百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績は概ね当初予想通りに推移しており、当第２四半期連結累計期間

および通期の業績につきましても、現時点では、平成 22 年５月７日に公表いたしました業績予想と

変更はございません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断した

ものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として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

費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 

平成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）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。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 329,198 237,943

売掛金 312,077 818,580

仕掛品 155,754 108,105

原材料及び貯蔵品 9,991 6,975

その他 87,660 61,614

貸倒引当金 △1,834 △4,846

流動資産合計 892,846 1,228,371

固定資産   

有形固定資産 141,935 142,117

無形固定資産   

ソフトウエア 136,770 150,790

ソフトウエア仮勘定 13,268 557

のれん 5,847 6,230

その他 404 404

無形固定資産合計 156,289 157,981

投資その他の資産 231,210 214,176

固定資産合計 529,433 514,274

資産合計 1,422,280 1,742,646

負債の部   

流動負債   

買掛金 32,155 99,989

1年内返済予定の長期借入金 6,437 6,437

未払法人税等 2,018 184,695

賞与引当金 58,954 36,482

その他 155,972 159,523

流動負債合計 255,536 487,125

固定負債   

長期借入金 15,808 17,417

退職給付引当金 12,012 11,857

その他 66,406 70,767

固定負債合計 94,226 100,041

負債合計 349,762 587,167

㈱データホライゾン　(3628)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 454,200 454,200

資本剰余金 154,200 154,200

利益剰余金 460,902 544,221

株主資本合計 1,069,302 1,152,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,765 1,312

為替換算調整勘定 △1,745 △1,460

評価・換算差額等合計 20 △148

少数株主持分 3,196 3,007

純資産合計 1,072,518 1,155,479

負債純資産合計 1,422,280 1,742,646
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 234,748 410,491

売上原価 146,189 280,931

売上総利益 88,559 129,560

販売費及び一般管理費 158,422 173,845

営業損失（△） △69,864 △44,285

営業外収益   

受取利息 34 4

受取配当金 153 157

助成金収入 － 330

雑収入 229 468

その他 45 0

営業外収益合計 462 959

営業外費用   

支払利息 184 859

為替差損 345 448

その他 － 103

営業外費用合計 529 1,410

経常損失（△） △69,931 △44,735

特別利益   

貸倒引当金戻入額 298 3,013

特別利益合計 298 3,013

特別損失   

固定資産除却損 － 11

特別損失合計 － 11

税金等調整前四半期純損失（△） △69,632 △41,733

法人税、住民税及び事業税 585 1,352

法人税等調整額 △26,749 △22,194

法人税等合計 △26,164 △20,842

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △20,892

少数株主利益又は少数株主損失（△） △105 178

四半期純損失（△） △43,363 △21,070
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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損失（△） △69,632 △41,733

減価償却費 28,661 22,617

のれん償却額 974 384

貸倒引当金の増減額（△は減少） △298 △3,013

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,766 22,472

退職給付引当金の増減額（△は減少） 285 155

受取利息及び受取配当金 △188 △161

支払利息 184 859

為替差損益（△は益） 27 －

有形固定資産除却損 － 11

売上債権の増減額（△は増加） 50,244 506,504

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,770 △50,664

仕入債務の増減額（△は減少） △10,333 △67,836

その他 △14,172 △29,058

小計 △29,252 360,535

利息及び配当金の受取額 728 161

利息の支払額 △236 △816

法人税等の支払額 △88,922 △180,271

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,682 179,609

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 △3,606 △3,750

無形固定資産の取得による支出 △15,674 △14,538

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 △10,000 －

その他の支出 △1,724 △1,724

投資活動によるキャッシュ・フロー 168,996 △20,012

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,609 △1,609

配当金の支払額 － △62,249

リース債務の返済による支出 － △4,227

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,609 △68,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,679 91,255

現金及び現金同等物の期首残高 270,591 237,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 320,270 329,198
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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。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

 販売の状況 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をサービス・製品の区分ごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 

 

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 121,636 51.8 209,110 50.9 87,474 71.9

 その他保険者向けサービス 12,220 5.2 3,477 0.8 △8,743 △ 71.5

保険者向け情報サービス 133,856 57.0 212,587 51.8 78,731 58.8

製薬会社向け情報サービス - - 53,681 13.1 53,681 -

医療関連情報サービス 133,856 57.0 266,268 64.9 132,412 98.9

レセプトチェックシステム 35,181 15.0 38,257 9.3 3,076 8.7

その他 4,728 2.0 5,939 1.4 1,211 25.6

病院向けシステム 39,909 17.0 44,196 10.8 4,287 10.7

システム 40,942 17.4 53,863 13.1 12,922 31.6

メンテナンス他 14,039 6.0 17,089 4.2 3,050 21.7

保険薬局向けシステム 54,980 23.4 70,952 17.3 15,971 29.0

その他 - - 24,890 6.1 24,890 -

医療関連情報システム 94,889 40.4 140,038 34.1 45,148 47.6

228,746 97.4 406,306 99.0 177,560 77.6

6,003 2.6 4,185 1.0 △1,817 △ 30.3

234,748 100.0 410,491 100.0 175,743 74.9

（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

前第１四半期 連結累計期間

増　減自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日

当第１四半期 連結累計期間

自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日

　その他

合計

　医療関連情報事業

（サービス・製品別売上高）
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