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

24年3月期第3四半期 1,247 △5.1 △206 ― △212 ― △177 ―

23年3月期第3四半期 1,315 64.1 △163 ― △164 ― △71 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △177百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △71百万円 （―％）

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3四半期 △50.96 ―

23年3月期第3四半期 △19.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 1,379 876 63.5
23年3月期 1,650 1,114 67.5

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  875百万円 23年3月期  1,113百万円

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  ：  有  
 

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 ― 0.00 ― 17.50 17.50
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 5.00 5.00

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  ：  有  
 

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 2,220 0.7 107 △2.8 100 △6.1 50 △35.7 14.38



(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
四半期連結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 
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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3Q 3,557,060 株 23年3月期 3,557,060 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 78,808 株 23年3月期 78,778 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,478,257 株 23年3月期3Q 3,556,956 株



 

 

 

○添付資料の目次 

   頁 

１． 当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………… ２ 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報………………………………………………………………………… ２ 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報………………………………………………………………………… ３ 

（３） 連結業績予想に関する定性的情報………………………………………………………………………… ３ 

２． サマリー情報 (その他) に関する事項……………………………………………………………………… ３ 

（１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動…………………………………………………… ３ 

（２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用…………………………………………………… ３ 

（３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示………………………………………………… ３ 

３． 四半期連結財務諸表…………………………………………………………………………………………… ４ 

（１） 四半期連結貸借対照表……………………………………………………………………………………… ４ 

（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………………………………………………… ６ 

 四半期連結損益計算書……………………………………………………………………………………… ６ 

 四半期連結包括利益計算書………………………………………………………………………………… ７ 

（３） 継続企業の前提に関する注記……………………………………………………………………………… ８ 

（４） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記……………………………………………………… ８ 

４． 補足情報………………………………………………………………………………………………………… ８ 

 販売の状況……………………………………………………………………………………………………… ８ 

   

 

㈱データホライゾン　(3628)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

1



１．当四半期決算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３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、12億47百万円（前年同期比5.1％減）

となりました。 

損益面におきましては、当期も売上高が第４四半期に偏重することが予想され、さらに国民健康

保険からの受注拡大を目指した体制強化により、販売費が増加したことなどで、営業損失２億６百

万円(前年同期は１億63百万円の営業損失)、経常損失は２億12百万円(前年同期は１億64百万円の経

常損失)、四半期純損失は1億77百万円(前年同期は71百万円の四半期純損失)となりました。 

   

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。 

① 医療関連情報事業 

当第３四半期連結累計期間における医療関連情報事業の売上高は、12億36百万円(前年同期比

4.8％減)となりました。この内訳は次のとおりです。 

 

ａ 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が、健康保険組合と

の契約の多くが前期までに成功報酬から定額制へ移行したことと、レセプトの電子化にともな

い契約単価が低下したことにより、３億94百万円(前年同期比45.6％減)となりました。 

ジェネリック医薬品通知サービスの受注状況は、全国健康保険協会（協会けんぽ）が継続し

て受注しており第４四半期に売上計上する予定です。一方、国民健康保険は、中四国地方を中

心に受注保険者数が累計で106件となり順調に増加しておりますが、震災の影響もあり残念なが

ら大都市からの受注は進んでおりません。 

なお、ジェネリック医薬品通知サービスに続く新しいサービスとして提供を開始した生活習

慣病の重症化予防サービスの受注は、9件と軌道に乗り始めました。 

製薬会社向け情報サービスの売上高は、スポットのサービスの売上計上が第４四半期にずれ

込み、27百万円（前年同期比66.1％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、４億21百万円（前年同期比47.6％減）となり

ました。 

 

ｂ 医療関連情報システム 

保険薬局向けシステムの売上高は、コスモシステムズ株式会社の子会社化の効果と旧バージ

ョンの保守期限到来による買い替え需要の拡大などで、５億28百万円(前年同期比97.8％増)と

なり、病院向けシステムの売上高は、取扱いシステムの増加などで２億25百万円(前年同期比

72.3％増)となりました。 

また、その他の医療関連情報システムの売上高は、震災の影響などからソリューション事業

が縮小し、60百万円（前年同期比36.7％減）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、８億14百万円（前年同期比64.9％増）となり

ました。 
 

② その他 

  その他の売上高は、主に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、11百万円(前年同期比30.6％減)となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて２億 71 百万円減少し、13 億

79 百万円となりました。 

また、利益剰余金の減少により純資産が減少した結果、自己資本比率は前連結会計年度末から 4.0

ポイント減少し、63.5％となりました。 

(資産) 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、売掛金の回収による減少５億 10 百万円、現金

及び預金の増加 84 百万円、その他に含まれる繰延税金資産の増加 83 百万円などにより前連結会計

年度末に比べて 2億 91 百万円減少し、７億 40 百万円となりました。 

なお、固定資産に大きな増減はありません。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億 71 百万円

減少し、13 億 79 百万円となりました。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて 32 百万円減少し、５億３

百万円となりました。 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、配当金の支払い 60 百万円および四半期純損失１

億 77 百万円により利益剰余金が２億 38 百万円減少したことなどで、前連結会計年度末に比べ２億

38 百万円減少し、８億 76 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 

   業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間までの業績動向等を踏まえ、平成 23 年８月

２日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成 24 年２月

８日）公表の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 
２．サマリー情報 (その他) に関する事項 
（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。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 196,969 281,611

売掛金 750,629 240,171

商品 2,123 5,915

仕掛品 14,314 55,142

原材料及び貯蔵品 11,905 12,660

その他 60,392 146,616

貸倒引当金 △4,849 △1,993

流動資産合計 1,031,484 740,123

固定資産   

有形固定資産 186,308 165,629

無形固定資産   

ソフトウエア 166,966 169,166

ソフトウエア仮勘定 － 66,263

のれん 4,696 3,545

その他 792 792

無形固定資産合計 172,454 239,767

投資その他の資産 260,413 234,103

固定資産合計 619,175 639,498

資産合計 1,650,659 1,379,621

負債の部   

流動負債   

買掛金 78,508 79,204

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 6,437 6,437

未払法人税等 25,360 8,429

賞与引当金 45,324 14,147

その他 163,979 169,956

流動負債合計 419,608 378,173

固定負債   

長期借入金 10,980 6,153

退職給付引当金 31,073 36,516

その他 74,562 82,710

固定負債合計 116,616 125,378

負債合計 536,224 503,551
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12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 559,793 321,640

自己株式 △52,485 △52,501

株主資本合計 1,115,707 877,539

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △103 75

為替換算調整勘定 △1,638 △1,981

その他の包括利益累計額合計 △1,741 △1,906

少数株主持分 469 436

純資産合計 1,114,435 876,070

負債純資産合計 1,650,659 1,379,621
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,315,237 1,247,655

売上原価 864,123 784,541

売上総利益 451,114 463,114

販売費及び一般管理費 614,733 669,698

営業損失（△） △163,619 △206,584

営業外収益   

受取利息 19 17

受取配当金 312 561

助成金収入 2,856 590

貸倒引当金戻入額 － 2,855

雑収入 945 1,176

その他 11 －

営業外収益合計 4,142 5,199

営業外費用   

支払利息 2,387 2,805

為替差損 1,022 768

持分法による投資損失 969 7,383

その他 527 1

営業外費用合計 4,905 10,956

経常損失（△） △164,382 △212,341

特別利益   

保険解約返戻金 － 9,590

貸倒引当金戻入額 4,397 －

負ののれん発生益 29,679 －

特別利益合計 34,076 9,590

特別損失   

固定資産除却損 629 4,828

投資有価証券評価損 667 －

特別損失合計 1,296 4,828

税金等調整前四半期純損失（△） △131,603 △207,579

法人税、住民税及び事業税 △8,498 16,793

法人税等調整額 △52,481 △47,134

法人税等合計 △60,979 △30,340

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △70,624 △177,239

少数株主利益 395 9

四半期純損失（△） △71,018 △177,247
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △70,624 △177,239

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △550 178

為替換算調整勘定 △345 △384

その他の包括利益合計 △894 △206

四半期包括利益 △71,518 △177,445

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △71,924 △177,412

少数株主に係る四半期包括利益 406 △32
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
（４）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３四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 712,494 54.2 375,904 30.1 △336,591 △ 47.2

 その他保険者向けサービス 12,216 0.9 18,618 1.5 6,403 52.4

保険者向け情報サービス 724,710 55.1 394,522 31.6 △330,188 △ 45.6

製薬会社向け情報サービス 80,081 6.1 27,150 2.2 △52,931 △ 66.1

医療関連情報サービス 804,791 61.2 421,672 33.8 △383,119 △ 47.6

保険薬局向けシステム 267,257 20.3 528,594 42.4 261,338 97.8

病院向けシステム 130,641 9.9 225,100 18.0 94,460 72.3

その他 95,924 7.3 60,748 4.9 △35,176 △ 36.7

医療関連情報システム 493,821 37.5 814,442 65.3 320,621 64.9

1,298,612 98.7 1,236,114 99.1 △62,498 △ 4.8

16,624 1.3 11,541 0.9 △5,083 △ 30.6

1,315,237 100.0 1,247,655 100.0 △67,581 △ 5.1

（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。

　その他

合計

　医療関連情報事業

（サービス・製品別売上高）

サービス・製品の名称

前第３四半期 連結累計期間

増　減自　平成22年４月 １日

至　平成22年12月31日

当第３四半期 連結累計期間

自　平成23年４月 １日

至　平成23年12月31日
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