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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

（注）第２四半期連結累計期間より、連結の範囲に重要な変更があったため、前期の数値については記載しておりません。なお、詳細につきましては、添付資料
３ページ「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」をご覧下さい。

(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 5,701 ― 1,307 ― 1,306 ― 754 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 763百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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 225.35 193.62
23年3月期第3四半期 ― ―

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

24年3月期第3四半期 8,897 3,718 41.1 1,091.25
23年3月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本 24年3月期第3四半期 3,656百万円 23年3月期 ―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
平成23年３月期配当内訳 普通配当 30円 記念配当 10円
平成24年３月期配当内訳 普通配当 30円 特別配当 15円
なお、配当予想の修正については、本日（平成24年２月10日）公表いたしました「平成24年３月期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参
照下さい。

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 ― ― ― 40.00 40.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 45.00 45.00

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
連結業績予想の修正については、本日（平成24年２月10日）公表いたしました「平成24年３月期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照
下さい。

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 8,603 ― 2,029 ― 2,030 ― 1,159 ― 346.13



(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） ： 有

平成23年９月12日に開示しております「連結子会社及び連結孫会社の合併に関するお知らせ」にありますとおり、当第３四半期連結会計期間において、当
社の100％子会社でありますNCSホールディングス株式会社と同社の100％子会社であります日本コンピュータシステム株式会社は、日本コンピュータシス
テム株式会社を吸収合併存続会社として合併いたしました。なお、詳細につきましては、添付資料３ページ「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」をご覧下さい。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

(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を実施しております。

※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当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」をご覧下さい。

4.  その他

新規 2社 （社名）
NCSホールディングス株式会社、
日本コンピュータシステム株式会社

、 除外 1社 （社名） NCSホールディングス株式会社

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 3,479,800 株 23年3月期 3,478,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 129,432 株 23年3月期 129,413 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,348,875 株 23年3月期3Q 3,348,492 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わが国の経済は、東日本大震災の影響よる景気の停滞から、ようやく回復傾向

に転じつつあるものの、欧州の金融危機が発端となる世界経済の景気減速や長期化する円高の進行などにより、輸出

関連企業を中心に収益の悪化が懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

一方、当社グループの属する介護・福祉・医療分野に関するソフトウェア業界におきましては、世界 速に進む高

齢化社会の中、ユーザーの見込み先となる介護・福祉施設は年々増加傾向にあり、今後も需要が見込まれると予想し

ております。

また、わが国の社会保障改革において在宅介護及び在宅医療の充実が方針の柱として発表され、今後もその拡大が

図られると予想されるため、当該方針への対応が求められるとともに、医療と介護を包括したヘルスケアシステムと

してのシステム連携なども今後、更に求められると思われます。

このような市場ニーズを踏まえ、当社グループとしては、介護保険対応版ソフトウェアを中心に対応を進めてお

り、中でも、主力製品である介護保険対応版「ほのぼのSilver」の次世代バージョンであり、「Multi Fit」をコン

セプトとした『ほのぼのNEXT』を平成23年７月にリリースさせました。今後、拡販に向け、積極的に営業推進してま

いります。

また、第２四半期連結累計期間より平成23年５月12日に子会社化いたしました、ＮＣＳホールディングス株式会社

及びその子会社である日本コンピュータシステム株式会社を連結範囲に含めた事により前年同期と比較して売上高及

び利益が増加しております。（平成23年11月１日付けにて両社合併により、現在は日本コンピュータシステム株式会

社が存続会社となっております。）

係る状況の中、当第３四半期連結累計期間の売上高におきましては、当社の主力製品である介護保険対応版ソフト

ウェアの売上高が順調に推移しております。介護保険対応版ソフトウェア以外につきましては、概ね計画通りの売上

高で推移しております。

利益面につきましては、付加価値の高い製品売上が計画よりも上回った事に加え、開発並びに営業部門の人員が、

業務の効率化などから人員計画より抑制されたことでの費用削減等により、計画を上回りました。

その結果、連結売上高は5,701,928千円、連結営業利益は1,307,102千円、連結経常利益は1,306,480千円、連結四

半期純利益は754,658千円となりました。

なお、セグメントの業績の概要につきましては、次のとおりであります。また、連結の範囲の変更によりセグメン

ト区分を第２四半期連結累計期間より変更しております。

①ヘルスケア等ソフトウェア事業

ヘルスケア等ソフトウェア事業につきましては、介護護保険の制度改正を４月に控え、当社の主力製品である介

護保険対応版ソフトウェアの売上高が順調に推移しております。その結果、売上高は、3,846,780千円となりまし

た。

②受託開発等ソフトウェア事業

株式取得により子会社となりましたＮＣＳホールディングス株式会社とその子会社である日本コンピュータシステ

ム株式会社を受託開発等ソフトウェア事業として、当該会計期間より区分する事となりました。（平成23年11月１日

付けにて両社合併により、現在は日本コンピュータシステム株式会社が存続会社となっております。）事業につきま

しては、単価、稼働率とも概ね計画どおりに推移しております。その結果、売上高は1,538,184千円となりました。

③介護サービス事業

介護サービス事業につきましては引き続き利用者の拡大を図るよう努めており、売上高は58,211千円となりまし

た。

④ＡＳＰ事業

ＡＳＰ事業につきましては、ヘルスケア等ソフトウェア事業同様に顧客の利便性の向上やサービス拡充に努めまし

た。その結果、売上高は258,751千円となりました。

（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における総資産は、 千円となり、前連結会計年度末比 2,966,684千円増

加となりました。全体的に資産の増加している要因としては、ＮＣＳホールディングス株式会社及びその子会社の

日本コンピュータシステム株式会社を第１四半期末に連結対象会社としたことにより、大幅に資産及び負債、純資

産が増加しております。前述を踏まえた資産及び負債、純資産の詳細は次のとおりであります。なお、平成23年11

月１日にＮＣＳホールディングス株式会社と日本コンピュータシステム株式会社は合併し、日本コンピュータシス

テム株式会社が存続会社となっております。 

資産においては、流動資産で2,082,736千円増加し固定資産で883,947千円増加となりました。流動資産の増加の

主な要因は、現金及び預金で、ＮＣＳホールディングス株式会社及び日本コンピュータシステム株式会社を連結対

１．当四半期決算に関する定性的情報

8,897,020
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象にしたことに伴う預金の増加、また売掛金の回収などにより1,721,355千円増加いたしました。固定資産の増加

の主な要因は、ＮＣＳホールディングス株式会社及び日本コンピュータシステム株式会社を連結対象にしたことに

よるのれんの増加及びソフトウェア資産の増加によるものであります。

負債につきましては、 千円となり、前連結会計年度末比 2,338,934千円の増加となりました。流動負

債の増加651,906千円の主な要因は、受注が増加したことにより操作説明売上高の未実施分が増加したため前受金

が増加したものであります。固定負債の増加1,687,028千円の主な要因は、平成23年５月12日に発行いたしました

転換社債型新株予約権付社債780,000千円及び使用権販売に切り替えたことにより長期前受収益が395,942千円増加

したものであります。

純資産につきましては、 千円となり、前連結会計年度末比627,750千円の増加となりました。主な要因

は、四半期純利益が増加したことによる利益剰余金の増加であります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成23年10月28日に開示いたしました、通期の連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（平成24年２月10日）公表しております、「平成24年３月期業績予想及び期末配当

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

第１四半期連結会計期間より、株式の取得によりＮＣＳホールディングス株式会社とその子会社である日本コン

ピュータシステム株式会社を、連結の範囲に含めております。なお、平成23年６月30日をみなし取得日としたた

め、第２四半期連結会計期間より損益計算書を連結しております。

また、当第３四半期連結会計期間において、ＮＣＳホールディングス株式会社と日本コンピュータシステム株式

会社は、日本コンピュータシステム株式会社を吸収合併存続会社として合併いたしました。当社の100％子会社と

同社の100％子会社の合併であるため、連結財務諸表に与える影響はありません。なお、本合併により、日本コン

ピュータシステム株式会社は、当社の孫会社から100％子会社となりました。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。

②税金費用の計算

当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

（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

（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、当第３四半期連結会

計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の見積実効税率は従来の41.46％から

42.20％となります。

また、一部の子会社については法定実効税率により税金費用を算定しており、繰延税金資産及び負債の計算に

使用する法定実効税率は従来の40.7％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等については38.0％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等については35.6％となります。この税率変更により、繰延税金資産が

9,147千円減少、未払法人税等は8,216千円増加し、法人税、住民税及び事業税は17,363千円増加しております。

該当事項はありません。

5,178,327

3,718,692

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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 2,242,403 3,963,759

受取手形及び売掛金 1,379,553 1,488,756

有価証券 27,765 24,810

商品 14,574 94,266

仕掛品 14,161 63,837

貯蔵品 10,107 8,298

その他 156,448 284,022

流動資産合計 3,845,015 5,927,751

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 567,221 603,291

減価償却累計額 △73,383 △92,952

建物及び構築物（純額） 493,837 510,339

土地 33,856 38,039

その他 146,899 186,967

減価償却累計額 △96,974 △136,413

その他（純額） 49,925 50,554

建設仮勘定 － 12,316

有形固定資産合計 577,620 611,250

無形固定資産

のれん 38,095 674,288

ソフトウエア 235,222 672,781

ソフトウエア仮勘定 263,175 33,394

その他 3,065 16,419

無形固定資産合計 539,557 1,396,883

投資その他の資産

投資有価証券 551,485 503,366

その他 416,657 457,768

投資その他の資産合計 968,142 961,134

固定資産合計 2,085,320 2,969,268

資産合計 5,930,335 8,897,020
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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 39,910 111,595

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 7,200 142,800

未払法人税等 275,621 331,964

前受金 247,108 472,269

前受収益 862,148 879,075

賞与引当金 185,779 161,082

役員賞与引当金 25,000 18,754

その他 430,310 607,445

流動負債合計 2,123,080 2,774,986

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 － 780,000

長期借入金 30,800 432,200

退職給付引当金 17,703 105,767

役員退職慰労引当金 126,520 133,535

長期前受収益 520,347 916,289

その他 20,941 35,548

固定負債合計 716,312 2,403,341

負債合計 2,839,393 5,178,327

純資産の部

株主資本

資本金 757,090 757,490

資本剰余金 714,590 714,990

利益剰余金 1,615,658 2,236,365

自己株式 △77,753 △77,779

株主資本合計 3,009,585 3,631,066

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,100 25,031

その他の包括利益累計額合計 25,100 25,031

少数株主持分 56,256 62,594

純資産合計 3,090,942 3,718,692

負債純資産合計 5,930,335 8,897,020
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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 3,230,183 5,701,928

売上原価 1,410,346 2,653,588

売上総利益 1,819,836 3,048,340

販売費及び一般管理費 1,413,594 1,741,237

営業利益 406,242 1,307,102

営業外収益

受取利息 1,729 3,605

受取配当金 773 808

補助金収入 25,186 32,305

その他 4,003 5,300

営業外収益合計 31,693 42,019

営業外費用

支払利息 2,903 10,446

売上債権売却損 6,042 9,397

社債発行費 － 21,242

その他 800 1,555

営業外費用合計 9,745 42,642

経常利益 428,190 1,306,480

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,078 －

投資有価証券償還益 5,387 －

特別利益合計 9,465 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 34,971

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,006 －

固定資産除却損 291 1,913

特別損失合計 7,298 36,884

税金等調整前四半期純利益 430,357 1,269,595

法人税、住民税及び事業税 196,627 506,105

少数株主損益調整前四半期純利益 233,729 763,490

少数株主利益 7,850 8,831

四半期純利益 225,879 754,658
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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利益 233,729 763,490

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,983 △69

その他の包括利益合計 △15,983 △69

四半期包括利益 217,745 763,421

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 209,895 754,589

少数株主に係る四半期包括利益 7,850 8,831
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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