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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 780 48.3 △123 ― △124 ― △72 ―
22年3月期第2四半期 526 △28.1 △121 ― △122 ― △76 ―

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2四半期 △20.30 ―
22年3月期第2四半期 △43.04 ―

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2四半期 1,330 1,020 76.4 285.93
22年3月期 1,742 1,155 66.1 324.00

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,017百万円 22年3月期  1,152百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 17.50 17.50

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,710 41.1 300 △0.4 300 0.0 175 6.0 49.20



(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 

（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） 

※四半期レビュー手続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。 

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。）

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） 23年3月期2Q  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2Q  78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2Q  3,557,052株 22年3月期2Q  1,774,530株
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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２四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年９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４億86百万円（前年同期比67.8％増）、医療関連情報シス

テムが２億81百万円（同25.6％増）、その他が12百万円（同2.1％増）で、合計では７億80百万円（同

48.3％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、

前年同期に比べ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等により、営業損失は

123百万円、経常損失は124百万円、四半期純損失は72百万円で、前年同期並みの損失となりました。 

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> 

保険者向け情報サービスの売上高は、ジェネリック医薬品通知サービスの健康保険組合からの成

功報酬の金額が増加したことで４億 19 百万円（前年同期比 44.8％増）となりました。なお、ジェ

ネリック医薬品通知サービスの国民健康保険からの新規受注は、13 件となりました。 

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、66

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、４億 86 百万円（同 67.8％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、単価の低下により84百万円（前年同期比18.2％減）となりました

が、保険薬局向けシステムの売上高は、薬価改定により営業活動が停滞したものの、医療機関のＩ

Ｔ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、１億39百万円（同15.1％増）

となりました。その他の売上高は、当期から開始した医療関連の受託開発などにより、57百万円と

なりました。 

この結果、医療関連情報システムの売上高は、２億81百万円（同25.6％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、12百万円（前年同期比2.1％増）となりました。 

 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて４億 11 百万円減少し、13 億 30 百万円と

なりました。 

また、当第２四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 116.0 ポイント改善し、368.2％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
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計年度末から 10.3 ポイント改善し、76.4％となりました。 

(資産) 

当第２四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 81 百万円などにより、前連結

会計年度末に比べて４億 11 百万円減少しました。 

固定資産に大きな増減はありません。 

この結果、当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて４億 11 百万円減少し、13 億

30 百万円となりました。 

(負債) 

当第２四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 59 百万

円などにより、前連結会計年度末に比べて２億 65 百万円減少しました。 

また、固定負債は、借入金の返済等により、11 百万円減少しました。 

この結果、当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億 76 百万円減少し、３億

10 百万円となりました。 

(純資産) 

当第２四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 72 百万円によ

り利益剰余金が１億34百万円減少したことなどで、前連結会計年度末に比べ１億35百万円減少し、

10 億 20 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 

通期の業績につきましては、平成 22 年 10 月 29 日に公表いたしました業績予想と変更はありませ

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 

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 335,946 237,943

売掛金 237,166 818,580

仕掛品 131,831 108,105

原材料及び貯蔵品 7,916 6,975

その他 105,664 61,614

貸倒引当金 △1,333 △4,846

流動資産合計 817,190 1,228,371

固定資産   

有形固定資産 136,559 142,117

無形固定資産   

ソフトウエア 131,366 150,790

ソフトウエア仮勘定 14,303 557

のれん 5,463 6,230

その他 404 404

無形固定資産合計 151,537 157,981

投資その他の資産 225,631 214,176

固定資産合計 513,727 514,274

資産合計 1,330,917 1,742,646

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,939 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 1,835 184,695

賞与引当金 31,226 36,482

その他 141,498 159,523

流動負債合計 221,935 487,125

固定負債   

長期借入金 14,199 17,417

退職給付引当金 12,350 11,857

その他 62,011 70,767

固定負債合計 88,560 100,041

負債合計 310,495 587,167
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 409,767 544,221

自己株式 △67 －

株主資本合計 1,018,100 1,152,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 672 1,312

為替換算調整勘定 △1,727 △1,460

評価・換算差額等合計 △1,055 △148

少数株主持分 3,378 3,007

純資産合計 1,020,423 1,155,479

負債純資産合計 1,330,917 1,742,646
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 526,002 780,133

売上原価 301,445 528,232

売上総利益 224,557 251,901

販売費及び一般管理費 346,285 375,765

営業損失（△） △121,728 △123,864

営業外収益   

受取利息 47 14

受取配当金 153 157

助成金収入 － 330

雑収入 279 857

その他 2 8

営業外収益合計 481 1,367

営業外費用   

支払利息 360 1,636

為替差損 797 633

その他 － 103

営業外費用合計 1,157 2,372

経常損失（△） △122,404 △124,870

特別利益   

貸倒引当金戻入額 167 3,514

特別利益合計 167 3,514

特別損失   

固定資産除却損 － 624

投資有価証券評価損 － 673

特別損失合計 － 1,297

税金等調整前四半期純損失（△） △122,237 △122,654

法人税、住民税及び事業税 1,654 1,500

法人税等調整額 △47,662 △52,308

法人税等合計 △46,008 △50,808

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △71,845

少数株主利益 140 360

四半期純損失（△） △76,369 △72,205
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △122,237 △122,654

減価償却費 58,586 51,508

のれん償却額 1,947 767

貸倒引当金の増減額（△は減少） △167 △3,514

賞与引当金の増減額（△は減少） 754 △5,256

退職給付引当金の増減額（△は減少） 571 493

受取利息及び受取配当金 △200 △171

支払利息 360 1,636

為替差損益（△は益） 27 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 673

有形固定資産除却損 － 624

売上債権の増減額（△は増加） 21,566 581,415

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,564 △24,667

仕入債務の増減額（△は減少） △5,847 △59,052

その他 △20,831 △20,067

小計 △139,035 401,736

利息及び配当金の受取額 788 171

利息の支払額 △452 △1,590

法人税等の支払額 △88,967 △181,232

営業活動によるキャッシュ・フロー △227,666 219,086

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 △4,812 △12,977

無形固定資産の取得による支出 △17,334 △30,395

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 △3,448 △3,448

投資活動によるキャッシュ・フロー 164,405 △46,821

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 △3,218 △3,218

自己株式の取得による支出 － △67

配当金の支払額 － △62,249

リース債務の返済による支出 － △8,487

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,218 △74,021

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85 △241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,564 98,003

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 204,027 335,946
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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２四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 266,244 50.6 411,337 52.7 145,093 54.5

 その他保険者向けサービス 23,570 4.5 8,211 1.1 △15,359 △ 65.2

保険者向け情報サービス 289,814 55.1 419,548 53.8 129,734 44.8

製薬会社向け情報サービス - - 66,881 8.6 66,881 -

医療関連情報サービス 289,814 55.1 486,429 62.4 196,615 67.8

病院向けシステム 103,128 19.6 84,346 10.8 △18,783 △ 18.2

保険薬局向けシステム 120,869 23.0 139,132 17.8 18,263 15.1

その他 - - 57,777 7.4 57,777 -

医療関連情報システム 223,998 42.6 281,255 36.1 57,257 25.6

513,811 97.7 767,684 98.4 253,872 49.4

12,191 2.3 12,450 1.6 259 2.1

526,002 100.0 780,133 100.0 254,131 48.3

（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２四半期 連結累計期間

増　減自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

当第２四半期 連結累計期間

自　平成22年４月１日

至　平成22年９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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