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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 3,456 15.6 △524 ― △562 ― △463 ―

23年3月期第2四半期 2,989 △7.1 95 △60.9 67 △69.0 32 △72.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △455百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 28百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △12,539.16 ―

23年3月期第2四半期 890.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,216 1,573 11.1
23年3月期 13,893 2,121 15.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,573百万円 23年3月期  2,121百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 2,500.00 2,500.00

24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 2,500.00 2,500.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 8,421 25.6 △124 ― △209 ― △341 ― △9,216.47



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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連結財務諸表のレビュー手続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、添付資
料３ページ「１．当四半期決算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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 36,999 株 23年3月期 36,999 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 36,999 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間における我が国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災からの復興が進

む中、緩やかな回復基調となりました。しかしながら、依然として原子力発電所の事故の影響や、欧州の金融不

安を背景に長期化する円高などの影響により、景気の先行きは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、国から打ち出された「新たな情報通信技術戦

略」において、地域の絆の再生の医療分野の取り組みとして、医療・健康に関する情報を全国レベルで提供する

サービスの創出が進められております。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、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２四半期連結累計期間の売上高は3,456百万円（前年同期比15.6％増加）、営業損失は524百

万円（前年同期は営業利益95百万円）、経常損失は562百万円（前年同期は経常利益67百万円）、四半期純損失

は463百万円（前年同期は四半期純利益32百万円）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、当社ユーザーのASPサービスへの移行が、上半期に前倒しで進捗した

ことも含め順調に推移し、売上高は前年同期を上回りましたが、平成22年11月からリリースしたリニューアルシ

ステムに対応する原価が増加しており、セグメント利益は前年同期を下回る結果となりました。 

 以上の結果、売上高は2,992百万円（前年同期比13.3％増加）、セグメント損失は36百万円（前年同期はセグ

メント利益518百万円）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、前期後半に受注した案件が予定どおり導入・稼働することができ、売上

高につきましては前年同期を若干上回る結果となりました。また、連結子会社である株式会社メディプラスにお

いて、中小規模の医療情報システムメーカー向けのOEM製品の開発を進め、先行投資しております。  

 以上の結果、売上高は250百万円（前年同期比10.7％増加）、セグメント損失は456百万円（前年同期はセグメ

ント損失327百万円）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、高齢者福祉計画及び第５期介護保険事業計画や第３期障がい福祉計画

の策定業務を中心に営業活動を展開してまいりました。年度当初から早期受注に向けた営業活動に努めた結果、

第２四半期までの受注実績は、既に年間受注計画値を上回って推移しています。 

 以上の結果、売上高は5百万円（前年同期比16.6％減少）、セグメント損失は30百万円（前年同期はセグメン

ト損失28百万円）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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まし

た。また、車載・家庭用オーディオ機器メーカーからの受託開発業務もネットオーディオの需要拡大に伴い新規

取引先が増加したことで、復調してまいりました。 

 平成21年５月から発売を開始した「組込ソフトウエア向け動的テストツールDT10」は発売から３年目を迎え、

様々な業界の組込ソフトウエア開発者に浸透してまいりました。その結果４月～９月の６ヵ月の販売台数は前年

実績の1.8倍と好調に推移しております。 

以上の結果、売上高208百万円（前年同期比81.7％増加）、セグメント損失は1百万円（前年同期はセグメン

ト損失64百万円）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は14,216百万円となり、前連結会計年度末に比べ323百万円増加しまし

た。この主な要因は、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330百

万円増加したものであります。 

 負債合計は12,642百万円となり、前連結会計年度末に比べ871百万円増加しました。この主な要因は、法人税

等の支払いにより未払法人税等が441百万円減少したものの、短期借入金が460百万円、前受収益（長期前受収益

含む）が448百万円、リース債務（流動及び固定）が387百万円それぞれ増加したものであります。 

 純資産合計は1,573百万円となり、前連結会計年度末に比べ547百万円減少しました。この主な要因は、四半期

純損失463百万円及び、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２四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6百万円増加し、1,338百万円となりました。 

 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、1,046百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失592

百万円及び、法人税等の支払額437百万円により減少したものの、減価償却費1,265百万円、前受収益の増加額

448百万円、売上債権の減少額172百万円など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、858百万円となりました。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840百万円であります。 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］  

 財務活動の結果使用した資金は、181百万円となりました。この要因は、短期借入金の純増額460百万円による

増加がある一方、ファイナンス・リース債務の返済による支出392百万円、長期借入金の返済による支出156百万

円、配当金の支払額92百万円により資金が減少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月から

リリースを開始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。当社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、平成22年５月に国から打ち出された「新たな情報通信技術戦略」の中

にある、「どこでもＭＹ病院」構想と「シームレスな地域連携医療」の実現等により、医療機関におけるＩＴ投

資が進んでいくものと予想されます。このような状況のもと、引き続き販売パートナーとの関係強化、他社シス

テムベンダーとのアライアンス、システムの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、第２四半期までに受注した各種計画策定作業を効率的にこなし、年間

売上・利益計画の達成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は引き続き好調を維持

し、車載・家庭用オーディオ機器及びその周辺機器メーカーからの受託開発業務も一昨年度実績に近いレベルま

で回復するものと見込んでおります。また「組込ソフトウエア向け動的テストツールDT10」は、前年度実績に対

し倍増の販売計画としております。 
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 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に対応する原価の増加、並びに

販売活動に係る費用が増加する見通しであります。 

 また、連結子会社である株式会社メディプラスにおきまして、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ますが、よりよいシステムへの機能強化と、商品ラインアップ追加のための開発など、

先行投資を推し進めていく予定であります。  

 以上により、平成24年３月期の通期業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表いたしました「平成23

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。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂 

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（退職給付引当金） 

 当社、株式会社ワイズマンコンサルティング及び株式会社メディプラスは、退職給付制度のうち適格退職年金制

度に係る部分について、平成23年８月１日から確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

 本移行に伴う影響額は、当第２四半期連結累計期間の特別損失として22,374千円計上されております。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,332,088 1,338,891

受取手形及び売掛金 1,828,110 1,655,816

商品及び製品 39,862 27,230

仕掛品 8,781 54,085

原材料及び貯蔵品 7,394 8,496

繰延税金資産 594,778 768,258

その他 207,169 202,620

貸倒引当金 △7,700 △12,200

流動資産合計 4,010,486 4,043,199

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,418,916 1,423,259

減価償却累計額 △342,055 △370,489

建物及び構築物（純額） 1,076,861 1,052,770

車両運搬具 7,075 7,075

減価償却累計額 △5,738 △6,008

車両運搬具（純額） 1,336 1,066

工具、器具及び備品 373,068 375,928

減価償却累計額 △312,126 △318,842

工具、器具及び備品（純額） 60,941 57,085

土地 700,793 700,793

リース資産 1,482,248 1,798,195

減価償却累計額 △465,236 △627,088

リース資産（純額） 1,017,012 1,171,107

有形固定資産合計 2,856,944 2,982,822

無形固定資産   

のれん 282,316 263,495

リース資産 579,244 755,806

ソフトウエア 3,839,504 3,607,389

ソフトウエア仮勘定 167,053 429,477

その他 10,568 10,434

無形固定資産合計 4,878,687 5,066,603

投資その他の資産   

投資有価証券 54,240 55,088

繰延税金資産 1,890,301 1,855,491

その他 223,561 241,863

貸倒引当金 △21,134 △28,670

投資その他の資産合計 2,146,968 2,123,771

固定資産合計 9,882,600 10,173,197

資産合計 13,893,086 14,216,396
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,675 114,515

短期借入金 2,650,000 3,110,000

1年内返済予定の長期借入金 281,296 237,496

未払金 464,667 556,183

リース債務 656,701 777,207

未払法人税等 455,121 13,878

未払費用 215,905 199,095

前受収益 1,282,769 1,518,096

賞与引当金 188,814 209,153

資産除去債務 4,792 4,796

その他 36,212 56,980

流動負債合計 6,329,957 6,797,401

固定負債   

長期借入金 1,177,639 1,064,865

リース債務 1,488,441 1,755,618

退職給付引当金 222,287 257,739

長期前受収益 2,543,734 2,757,357

資産除去債務 9,698 9,809

固定負債合計 5,441,801 5,845,390

負債合計 11,771,758 12,642,792

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 426,505 △129,928

株主資本合計 2,130,055 1,573,622

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,727 △17

その他の包括利益累計額合計 △8,727 △17

純資産合計 2,121,328 1,573,604

負債純資産合計 13,893,086 14,216,396
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,989,234 3,456,617

売上原価 1,933,556 2,908,912

売上総利益 1,055,677 547,705

販売費及び一般管理費 960,309 1,072,113

営業利益又は営業損失（△） 95,368 △524,408

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,066 905

助成金収入 1,480 213

受取手数料 1,315 2,227

その他 1,186 1,999

営業外収益合計 5,048 5,345

営業外費用   

支払利息 33,152 43,474

その他 4 －

営業外費用合計 33,156 43,474

経常利益又は経常損失（△） 67,260 △562,538

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,349 －

特別利益合計 2,349 －

特別損失   

固定資産除却損 － 15

投資有価証券評価損 － 7,864

退職給付制度終了損 － 22,374

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 5,497 30,254

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（△）

64,112 △592,792

法人税、住民税及び事業税 174,486 9,812

法人税等調整額 △143,316 △138,669

法人税等合計 31,169 △128,856

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

32,942 △463,936

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,942 △463,936

－7－

（株）ワイズマン（3752）平成24年3月期 第2四半期決算短信



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

32,942 △463,936

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,827 8,709

その他の包括利益合計 △4,827 8,709

四半期包括利益 28,114 △455,226

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 28,114 △455,226
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

64,112 △592,792

減価償却費 696,167 1,265,205

のれん償却額 19,954 18,821

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,109 12,036

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,500 20,339

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,946 35,451

受取利息及び受取配当金 △1,066 △905

支払利息 33,152 43,474

有形固定資産除却損 － 15

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） － 7,864

売上債権の増減額（△は増加） 515,310 172,293

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,473 △33,774

その他の資産の増減額（△は増加） △46,017 △48,531

仕入債務の増減額（△は減少） 41,573 20,839

未払金の増減額（△は減少） 92,808 90,104

未払費用の増減額（△は減少） △12,021 △16,807

前受収益の増減額（△は減少） 511,387 448,950

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,798 107,749

その他の負債の増減額（△は減少） △3,288 △22,133

小計 1,860,635 1,528,202

利息及び配当金の受取額 1,066 905

利息の支払額 △33,962 △44,701

法人税等の支払額 △239,534 △437,854

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,588,206 1,046,551

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 △13,213 △7,083

無形固定資産の取得による支出 △1,447,024 △840,911

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

その他 △6,307 △10,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,466,548 △858,470

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） 600,000 460,000

長期借入金の返済による支出 △146,572 △156,574

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △283,338 △392,206

配当金の支払額 △92,497 △92,497

財務活動によるキャッシュ・フロー 77,592 △181,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 199,249 6,802

現金及び現金同等物の期首残高 1,000,223 1,332,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,199,473 1,338,891
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 該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

１．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 

（単位：千円）

２．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） 

（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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

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  2,641,662  226,119  6,879  114,574  2,989,234

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,641,662  226,119  6,879  114,574  2,989,234

セグメント利益又は損失

（△） 
 518,778  △327,006  △28,872  △64,027  98,872

 利益  金額 

報告セグメント計    98,872

セグメント間取引消去    6,600

全社費用（注）    △10,104

四半期連結損益計算書の営業利益    95,368
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．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 

（単位：千円）

２．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） 

（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。  

 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  2,992,408  250,240  5,738  208,230  3,456,617

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,992,408  250,240  5,738  208,230  3,456,617

セグメント損失（△）  △36,280  △456,257  △30,363  △1,925  △524,826

 利益  金額 

報告セグメント計    △524,826

セグメント間取引消去    600

全社費用（注）    △182

四半期連結損益計算書の営業損失    △524,408

（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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