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

23年3月期第3四半期 4,546 0.5 109 51.6 64 83.9 △14 ―

22年3月期第3四半期 4,525 24.0 72 ― 34 ― △62 ―

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3四半期 △386.03 ―

22年3月期第3四半期 △1,683.72 ―

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3四半期 12,960 1,930 14.9 52,169.57
22年3月期 10,428 2,043 19.6 55,229.22

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,930百万円 22年3月期  2,043百万円

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 ― ― ― 2,500.00 2,500.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

2,500.00 2,500.00

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 7,380 13.3 50 △85.9 0 △100.0 △128 ― △3,459.55



(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す。 

※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仮定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）３ページ （３）「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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3Q 36,999株 22年3月期  36,999株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 36,999株 22年3月期3Q 36,999株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、海外経済の改善を背景に輸出増加による回復がみられたも

のの、円高や株安の進行により、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

 当社グループは、福祉情報システム事業、医療情報システム事業、コンサルティング事業及び組込ソフトウエ

ア事業を展開しております。 

 福祉情報システム市場を取り巻く環境といたしましては、予防重視型システムへの転換、介護給付費の見直

し、新たなサービス体系の確立などに加え、経営の効率化・適正化がより一層求められる状況となってまいりま

した。医療情報システム市場を取り巻く環境といたしましては、国民医療費の削減を主目的とする医療制度改革

が、厚生労働省によって推進されており、平成20年４月から「長寿(後期高齢者)医療制度」、「特定健康審

査」、「特定保健指導」等の新たな取り組みが開始されております。また、診療報酬改定や、包括医療制度

（DPC）をはじめとした新たな制度導入等により、医療機関は益々医療の質の向上・効率化への取り組みが求め

られております。 

 このような市場環境のなか、福祉情報システム事業におきましては、平成22年11月にリニューアルシステムを

リリースするとともに、新規開設事業者の獲得及び他社システム使用ユーザーに対する拡販活動と当社既存ユー

ザーを中心にASPサービスへの移行を積極的に推進してまいりました。また、顧客サービス関連においては、ユ

ーザーに対し、より質の高いサポートサービスを提供し、顧客満足度向上に努めてまいりました。 

 医療情報システム事業におきましては、将来における事業規模拡大に向けた販売体制の強化、営業員の育成、

システムのバージョンアップ等の体制強化を進めつつ、「医療事務管理システム」及び「電子カルテシステム

ER」を中心に販売活動を進めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,546百万円（前年同期比0.5％増加）、営業利益は109百

万円（前年同期比51.6％増加）、経常利益は64百万円（前年同期比83.9％増加）、四半期純損失は14百万円（前

年同期は四半期純損失62百万円）となりました。 

セグメントの業績は、以下のとおりです。 

①福祉情報システム事業 

 福祉情報システム事業におきましては、当社既存ユーザーのASPサービスへの移行が順調に推移しておりま

す。 

 以上の結果、売上高は3,973百万円、セグメント利益は724百万円となりました。 

②医療情報システム事業 

 医療情報システム事業におきまして、電子カルテ市場の活性化の状況といたしましては、想定よりも緩やかな

上昇となっており、売上高につきましては前年同期を上回って推移しております。 

 以上の結果、売上高は393百万円、セグメント損失は458百万円となりました。 

③コンサルティング事業 

コンサルティング事業におきましては、年度前半は地域福祉計画や男女共同参画計画等の策定業務、年度後

半は日常生活圏域ニーズ調査業務を中心に受注活動を展開していますが、自治体の予算化状況の悪化と、価格競

争の激化に伴う受注単価低下の影響を受け、当第３四半期連結累計期間の受注実績は計画値を下回って推移して

おります。 

 以上の結果、売上高は8百万円、セグメント損失は43百万円となりました。 

  

④組込ソフトウエア事業 

 組込ソフトウエア事業におきましては、半導体品質検査装置用ソフトウエアの受託開発は好調に推移し、前年

実績を上回る売上となりました。一方、大手家電メーカー及び車載機器メーカーからの受託開発業務は前年実績

を大幅に下回る結果となりました。また、「組込ソフトウエア向け動的テストツールDT10」の販売は前年実績を

上回ったものの、販売計画台数は未達に終りました。 

 以上の結果、売上高171百万円、セグメント損失は105百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（株）ワイズマン（3752）平成23年3月期 第3四半期決算短信

－2－



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は12,960百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,532百万円増加しました。この主

な要因は、福祉情報システムのリニューアルにより開発原価が増加し、ソフトウエア及び、ソフトウエア仮勘定

が1,726百万円増加した他、ASPサービス提供に係るサーバー等設備の新設によりリース資産（有形及び無形）が

708百万円増加したものであります。 

 負債合計は11,030百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,645百万円増加しました。この主な要因は、短期

借入金が1,030百万円、リース債務（流動及び固定）が972百万円、前受収益（長期前受収益含む）が616百万円

それぞれ増加したものであります。 

 純資産合計は1,930百万円となり、前連結会計年度末に比べ113百万円減少しました。この主な要因は、四半期

純損失14百万円及び、配当金の支払い92百万円であります。 

（キャッシュフローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ426百万円増加し、1,426百万円となりました。 

 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］  

 営業活動の結果得られた資金は、2,160百万円となりました。この主な要因は、法人税等の支払額425百万円に

よる減少があるものの、減価償却費1,085百万円、前受収益の増加額616百万円、売上債権の減少額580百万円、

未払金の増加額257百万円により増加したものであります。 

［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、2,115百万円となりました。この主な要因は、販売用ソフトウエアの開発を

主要因とする無形固定資産（ソフトウエア・ソフトウエア仮勘定）の取得による支出2,101百万円であります。 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］  

 財務活動の結果得られた資金は、381百万円となりました。この要因は、ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出436百万円、長期借入金の返済による支出219百万円、配当金の支払額92百万円により資金が減少した一

方、短期借入金の純増額1,030百万円、長期借入による収入100百万円により増加したものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 福祉情報システム事業におきましては、ASPサービス事業を軸にさらなる強化を図り、ASPサービスによる新規

顧客の獲得を促進し、市場シェアの維持・拡大に向けた取り組みを進めてまいります。また、平成22年11月にリ

リースしたリニューアルシステムの拡販を積極的に進めてまいります。既存ユーザーに対してもASPサービスへ

の移行を積極的に進めることで安定的かつ永続的な取引を実現し、ユーザーとの一層の関係強化と市場環境に左

右されない安定した収益基盤の拡大を図ってまいります。 

 医療情報システム事業におきましては、電子カルテ市場におけるIT投資について、いましばらく抑制傾向が続

くものと見られております。このような状況ではありますが、引き続き販売パートナーとの関係強化、自社販売

体制の強化、システムの大幅バージョンアップ等により将来の収益獲得に向けて活動してまいります。 

 コンサルティング事業におきましては、日常生活圏域ニーズ調査とその結果等に基づいて来年度策定が予定さ

れている高齢者福祉計画及び第５期介護保険事業計画策定業務を中心に積極的な営業活動を進め、受注の上積み

を図ってまいります。 

 組込ソフトウエア事業におきましては、半導体品質検査装置用ソフトウエアの受託開発が引き続き好調に推移

する見通しであります。一方、大手家電メーカー及び車載機器メーカーからの受託開発は開発投資抑制の影響を

受け、前年実績及び計画に対して大幅に下回る見通しとなりました。また、「組込ソフトウエア向け動的テスト

ツールDT10」の販売につきましては、前年実績を大幅に上回るものの計画に対しては未達となる見通しです。 

 損益面におきましては、福祉情報システム事業におけるリニューアルシステムのリリースに伴う拡販費用及び

ASPユーザー拡大に備えてサーバー等の設備投資を進めることによるコストの増加を見込んでおります。 

 また、平成21年10月に設立しました連結子会社である株式会社メディプラスは、中小規模の医療情報システム

メーカー向けのOEM製品を開発しており、費用が先行して発生することから、当連結会計年度におきましては170

百万円程度の経常損失となる見通しであります。これは、当初より事業計画に見込んでいたものであり、事業状

況につきましては計画に沿って順調に推移する見通しであります。 

 その他、平成22年12月16日に平成23年度税制改正大綱が発表されましたが、税効果会計の適用結果に影響があ

る内容が盛り込まれており、税制改正法案の成立内容及び時期によっては、当期の業績に影響がある可能性があ

ります。 

 以上により、平成23年３月期の通期業績予想につきましては、平成22年５月14日に発表いたしました「平成22

年３月期決算短信」に記載しております業績予想から変更はありません。  
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（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 

１．簡便な会計処理 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間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、第２四半

期連結会計期間末において算定した貸倒実績率を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用しております。 

２．特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

  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。 

 これにより、営業利益及び経常利益が1,133千円、税金等調整前四半期純利益が6,631千円それぞれ減少して

おります。 

２．表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,426,338 1,000,223

受取手形及び売掛金 1,230,503 1,811,284

商品及び製品 39,281 18,313

仕掛品 61,053 4,789

原材料及び貯蔵品 6,051 14,887

繰延税金資産 474,832 435,344

その他 261,847 164,735

貸倒引当金 △12,700 △15,551

流動資産合計 3,487,208 3,434,027

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,418,916 1,403,664

減価償却累計額 △326,232 △278,135

建物及び構築物（純額） 1,092,684 1,125,528

車両運搬具 7,075 7,075

減価償却累計額 △5,511 △4,827

車両運搬具（純額） 1,564 2,247

工具、器具及び備品 373,986 365,469

減価償却累計額 △306,153 △286,065

工具、器具及び備品（純額） 67,833 79,404

土地 700,793 700,793

リース資産 1,271,120 833,565

減価償却累計額 △391,750 △430,364

リース資産（純額） 879,369 403,200

有形固定資産合計 2,742,244 2,311,175

無形固定資産   

のれん 309,294 339,225

リース資産 579,343 346,793

ソフトウエア 1,567,300 910,772

ソフトウエア仮勘定 2,243,987 1,174,235

その他 10,707 11,123

無形固定資産合計 4,710,632 2,782,150

投資その他の資産   

投資有価証券 53,604 60,022

繰延税金資産 1,762,465 1,630,526

その他 231,482 238,070

貸倒引当金 △26,682 △27,541

投資その他の資産合計 2,020,870 1,901,077

固定資産合計 9,473,747 6,994,403

資産合計 12,960,955 10,428,431
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 127,255 86,895

短期借入金 2,480,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 305,448 293,144

未払金 652,799 395,507

リース債務 599,831 380,022

未払法人税等 80,579 258,835

未払費用 223,748 208,573

前受収益 1,287,636 1,047,701

賞与引当金 128,103 173,984

その他 66,707 41,467

流動負債合計 5,952,111 4,336,131

固定負債   

長期借入金 1,234,026 1,365,603

リース債務 1,389,850 637,430

退職給付引当金 215,927 198,015

資産除去債務 14,435 －

長期前受収益 2,224,383 1,847,824

固定負債合計 5,078,622 4,048,873

負債合計 11,030,733 8,385,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 992,225 992,225

資本剰余金 711,325 711,325

利益剰余金 236,035 342,815

株主資本合計 1,939,586 2,046,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,364 △2,940

評価・換算差額等合計 △9,364 △2,940

純資産合計 1,930,222 2,043,425

負債純資産合計 12,960,955 10,428,431
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,525,468 4,546,770

売上原価 2,908,468 3,006,591

売上総利益 1,617,000 1,540,179

販売費及び一般管理費 1,544,646 1,430,480

営業利益 72,354 109,699

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,038 1,948

受取保険金 4,880 －

助成金収入 － 2,280

受取手数料 1,116 2,245

その他 1,728 1,327

営業外収益合計 9,763 7,802

営業外費用   

支払利息 47,281 52,653

その他 13 801

営業外費用合計 47,295 53,454

経常利益 34,823 64,046

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,276 2,949

特別利益合計 1,276 2,949

特別損失   

固定資産除却損 73 －

投資有価証券評価損 1,041 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,497

特別損失合計 1,114 5,497

税金等調整前四半期純利益 34,984 61,498

法人税、住民税及び事業税 160,745 247,208

法人税等調整額 △63,464 △171,427

法人税等合計 97,280 75,781

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △14,282

四半期純損失（△） △62,296 △14,282
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 34,984 61,498

減価償却費 1,144,549 1,085,973

のれん償却額 29,931 29,931

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,786 △3,709

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,004 △45,880

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,249 17,911

受取利息及び受取配当金 △2,038 △1,948

支払利息 47,281 52,653

有形固定資産除却損 73 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,497

投資有価証券評価損益（△は益） 1,041 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,308,118 580,780

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,226 △68,394

その他の資産の増減額（△は増加） △14,046 △30,349

仕入債務の増減額（△は減少） 25,746 40,360

未払金の増減額（△は減少） 89,406 257,903

未払費用の増減額（△は減少） △1,539 15,099

前受収益の増減額（△は減少） 385,188 616,493

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,639 △20,166

その他の負債の増減額（△は減少） 37,426 41,110

小計 2,923,714 2,634,764

利息及び配当金の受取額 2,038 1,948

利息の支払額 △44,256 △50,846

法人税等の支払額 △692,277 △425,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,189,219 2,160,231

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 △25,085 △14,396

無形固定資産の取得による支出 △1,040,960 △2,101,326

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

その他 △3,601 135

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,069,653 △2,115,593

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） △310,000 1,030,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △255,043 △219,273

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △407,852 △436,752

配当金の支払額 △55,498 △92,497

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,028,393 381,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,171 426,115

現金及び現金同等物の期首残高 1,100,841 1,000,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,192,013 1,426,338
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 該当事項はありません。 

（セグメント情報等）  

 ［事業の種類別セグメント］  

  前第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．事業区分の方法 

      製品及びサービスの類似性により区分しております。 

２．各区分の事業内容 

 ［所在地別セグメント情報］  

  前第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） 

   在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

 ［海外売上高］  

  前第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） 

   海外売上高がないため、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）セグメント情報

  
ソフトウエ
ア事業 
（千円） 

コンサルテ
ィング事業
（千円） 

組込ソフト
ウエア事業
（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  4,186,079  50,219  289,170  4,525,468  －  4,525,468

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  4,186,079  50,219  289,170  4,525,468  －  4,525,468

営業利益又は営業損失（△）  72,684  △18,563  △9,786  44,334  28,020  72,354

事業区分 事業内容

ソフトウエア事業 保健・医療・福祉の各施設業務をサポートする業務用ソフトウエア開発販売  

コンサルティング事業 地方自治体の保健福祉分野等における各種調査・事業計画策定コンサルティング

組込ソフトウエア事業 

車載・家庭用オーディオのデバイス制御プログラム開発及び技術ライセンスの提

供、半導体製造装置品質検査用ソフトウエアの受託開発、組込ソフト向け動的テ

スト支援システムの開発及び販売 
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 ［セグメント情報］  

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

 当社は、製品の種類別に事業部を置き、連結子会社はそれぞれ単一の事業を展開しております。 

 したがって、当社グループは、取り扱う製品・サービス別のセグメントから構成されており、「福祉情報

システム事業」「医療情報システム事業」「コンサルティング事業」「組込ソフトウエア事業」の４つを報

告セグメントとしております。 

 「福祉情報システム事業」及び「医療情報システム事業」は、保健・医療・福祉の各施設業務をサポート

する業務用ソフトウエアの開発販売を行っております。「コンサルティング事業」は、地方自治体の保健福

祉分野等における各種調査・計画策定コンサルティングを行っております。「組込ソフトウエア事業」は、

車載・家庭用オーディオのデバイス制御プログラム開発及び技術ライセンスの提供、半導体品質検査装置用

ソフトウエアの受託開発、組込ソフト向け動的テスト支援システムの開発及び販売を行なっております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

（単位：千円）

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

（単位：千円） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

 該当事項はありません。 

福祉情報
システム事業

医療情報
システム事業

コンサル
ティング事業

組込ソフト 
ウエア事業 

合計

売上高           

 外部顧客に対する売上高  3,973,716  393,001  8,239  171,814  4,546,770

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,973,716  393,001  8,239  171,814  4,546,770

セグメント利益又は損失

（△） 
 724,658  △458,333  △43,336  △105,065  117,922

 利益  金額 

報告セグメント計    117,922

セグメント間取引消去    6,900

全社費用（注）    △15,123

四半期連結損益計算書の営業利益    109,699

（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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