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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 5,191 14.2 △794 ― △849 ― △874 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △866百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △20百万円 （―％）

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 △23,638.19 ―

23年3月期第3四半期 △386.03 ―

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 13,831 1,162 8.4
23年3月期 13,893 2,121 15.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,162百万円 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3Q 36,999 株 23年3月期 36,999 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 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3Q 36,999 株 23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、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、欧州債務問題による世界経済への影響、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３四半期連結累計期間の売上高は5,191百万円（前年同期比14.2％増加）、営業損失は794百

万円（前年同期は営業利益109百万円）、経常損失は849百万円（前年同期は経常利益64百万円）、四半期純損失

は874百万円（前年同期は四半期純損失14百万円）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4,486百万円（前年同期比12.9％増加）、セグメント損失は82百万円（前年同期はセグ

メント利益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は、前期後半及び当上半期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並みの結果となりました。また、連結子会社である株式会社メディプ

ラスにおいて、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391百万円（前年同期比0.4％減少）、セグメント損失は652百万円（前年同期はセグメ

ント損失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、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３四半期までの受注実績は、年間受注計画値を大

きく上回って推移しています。 

 以上の結果、売上高は15百万円（前年同期比87.6％増加）、セグメント損失は34百万円（前年同期はセグメン

ト損失43百万円）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、主力の車載・家庭用オーディオ機器メーカーからの受託開発業務、及

びネットオーディオの需要拡大に伴う新規取引先の拡大により好調に推移しました。また、半導体品質検査装置

用ソフトウエアの受託開発についても、堅調に推移しました。 

 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～12月の９ヵ月の販売台数は前年

実績を上回り好調に推移しております。 

 以上の結果、売上高298百万円（前年同期比73.6％増加）、セグメント損失は25百万円（前年同期はセグメン

ト損失105百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は13,831百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円減少しまし 

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174百

万円増加した一方、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が277百万円減少したものであります。 

負債合計は12,668百万円となり、前連結会計年度末に比べ896百万円増加しました。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448百万円、返済により長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が

224百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が520百万円、前受収益（長期前受収益含む）が486百万円、未

払金が208百万円、リース債務（流動及び固定）が185百万円それぞれ増加したものであります。 

純資産合計は1,162百万円となり、前連結会計年度末に比べ958百万円減少しました。この主な要因は、四半

期純損失874百万円及び、配当金の支払い92百万円であります。 

  

（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３四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、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、及び半導体品質検査装置用ソフトウエアの受託開発は、好調に推移する見通しです。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、前年度実績に対し倍増する見通しです。 

 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に対応する原価、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、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。 

  

 以上のことと、法人税率の変更等による影響を含めた平成24年３月期の通期業績予想につきましては、現在の

事業環境及び今後の見通しを踏まえ精査中であるため、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を据え置いております。 
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（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３四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。 

  

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.4％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年

４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.8％に、平成27年４月１日に開始する

連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4％となります。この税率変更により、繰延税金資産

の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は158,662千円減少し、法人税等調整額は158,662千円増加しており

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 1,332,088 1,408,200

受取手形及び売掛金 1,828,110 1,550,823

商品及び製品 39,862 57,118

仕掛品 8,781 70,723

原材料及び貯蔵品 7,394 9,669

繰延税金資産 594,778 834,723

その他 207,169 198,734

貸倒引当金 △7,700 △11,600

流動資産合計 4,010,486 4,118,393

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,418,916 1,425,206

減価償却累計額 △342,055 △384,870

建物及び構築物（純額） 1,076,861 1,040,336

車両運搬具 7,075 7,075

減価償却累計額 △5,738 △6,143

車両運搬具（純額） 1,336 931

工具、器具及び備品 373,068 375,759

減価償却累計額 △312,126 △322,820

工具、器具及び備品（純額） 60,941 52,939

土地 700,793 700,793

リース資産 1,482,248 1,795,242

減価償却累計額 △465,236 △717,562

リース資産（純額） 1,017,012 1,077,680

有形固定資産合計 2,856,944 2,872,680

無形固定資産   

のれん 282,316 254,085

リース資産 579,244 692,979

ソフトウエア 3,839,504 3,713,983

ソフトウエア仮勘定 167,053 262,536

その他 10,568 10,403

無形固定資産合計 4,878,687 4,933,987

投資その他の資産   

投資有価証券 54,240 22,008

繰延税金資産 1,890,301 1,673,445

その他 223,561 234,602

貸倒引当金 △21,134 △24,098

投資その他の資産合計 2,146,968 1,905,957

固定資産合計 9,882,600 9,712,625

資産合計 13,893,086 13,831,019
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,675 170,969

短期借入金 2,650,000 3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 281,296 225,548

未払金 464,667 673,616

リース債務 656,701 735,276

未払法人税等 455,121 7,113

未払費用 215,905 230,046

前受収益 1,282,769 1,507,450

賞与引当金 188,814 131,472

資産除去債務 4,792 4,798

その他 36,212 126,669

流動負債合計 6,329,957 6,982,962

固定負債   

長期借入金 1,177,639 1,008,478

リース債務 1,488,441 1,595,503

退職給付引当金 222,287 265,920

長期前受収益 2,543,734 2,805,637

資産除去債務 9,698 9,864

固定負債合計 5,441,801 5,685,404

負債合計 11,771,758 12,668,367

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 △540,581

株主資本合計 2,130,055 1,162,968

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 △316

その他の包括利益累計額合計 △8,727 △316

純資産合計 2,121,328 1,162,652

負債純資産合計 13,893,086 13,831,019
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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 4,546,770 5,191,783

売上原価 3,006,591 4,397,053

売上総利益 1,540,179 794,729

販売費及び一般管理費 1,430,480 1,589,084

営業利益又は営業損失（△） 109,699 △794,354

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,948 1,772

助成金収入 2,280 213

受取手数料 2,245 4,715

その他 1,327 2,869

営業外収益合計 7,802 9,570

営業外費用   

支払利息 52,653 65,035

その他 801 －

営業外費用合計 53,454 65,035

経常利益又は経常損失（△） 64,046 △849,819

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,949 －

特別利益合計 2,949 －

特別損失   

固定資産除却損 － 399

投資有価証券評価損 － 10,648

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 33,422

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（△）

61,498 △883,242

法人税、住民税及び事業税 247,208 14,436

法人税等調整額 △171,427 △23,089

法人税等合計 75,781 △8,652

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △14,282 △874,589

四半期純損失（△） △14,282 △874,589
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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（△） △14,282 △874,589

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,423 8,410

その他の包括利益合計 △6,423 8,410

四半期包括利益 △20,706 △866,178

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,706 △866,178
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  該当事項はありません。 

（セグメント情報）  

Ⅰ 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） 

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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  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
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Ⅱ 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） 

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  4,486,823  391,311  15,456  298,191  5,191,783

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,486,823  391,311  15,456  298,191  5,191,783

セグメント損失（△）  △82,674  △652,684  △34,226  △25,482  △795,067

 利益  金額 

報告セグメント計    △795,067

セグメント間取引消去    900

全社費用（注）    △187

四半期連結損益計算書の営業損失    △794,354

（５）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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