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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 8,390 25.2 △128 ― △190 ― △528 ―

23年3月期 6,703 2.9 435 22.4 382 24.0 176 97.2

（注）包括利益 24年3月期 △526百万円 （―％） 23年3月期 170百万円 （94.2％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △14,291.25 ― △29.2 △1.3 △1.5

23年3月期 4,761.93 ― 8.5 3.1 6.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 15,586 1,502 9.6 40,605.99
23年3月期 13,893 2,121 15.3 57,334.74

（参考） 自己資本   24年3月期  1,502百万円 23年3月期  2,121百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 2,727 △1,873 △450 1,736
23年3月期 2,624 △2,601 308 1,332

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― ― ― 2,500.00 2,500.00 92 52.5 4.4
24年3月期 ― ― ― 2,500.00 2,500.00 92 ― 5.1

25年3月期(予想) ― ― ― 1,500.00 1,500.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 3,100 △10.3 △1,120 ― △1,160 ― △870 ― △23,514.15

通期 7,510 △10.5 △1,240 ― △1,320 ― △1,110 ― △30,000.81



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 36,999 株 23年3月期 36,999 株

② 期末自己株式数 24年3月期 ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 36,999 株 23年3月期 36,999 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 7,943 25.7 214 △66.4 221 △66.5 △91 ―

23年3月期 6,321 5.7 637 53.9 661 47.1 384 74.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △2,478.77 ―

23年3月期 10,399.38 ―

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 14,337 2,289 16.0 61,876.96
23年3月期 12,747 2,471 19.4 66,793.23

（参考） 自己資本 24年3月期  2,289百万円 23年3月期  2,471百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きが実施中です。 

※ 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、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については、添付資料２ペー
ジ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,870 △13.1 △790 ― △530 ― △14,324.71

通期 6,800 △14.4 △670 ― △440 ― △11,892.21
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(1）経営成績に関する分析 

 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など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。 

 損益面におきましては、ASPサービスの事業拡大に伴う設備増強及び運用コストなどの費用、並びに平成22年11月

にリリースしました福祉情報システムのリニューアルシステムに対応する製品償却費の増加などにより、売上原価が

前連結会計年度に対して2,040百万円増加しました。 

 また、法人税率が改正されたことに伴い、繰延税金資産の一部を取崩したことにより税金費用が210百万円増加し

ました。  

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,390百万円（前連結会計年度比25.2％増）、営業損失は128百万円（前連

結会計年度は営業利益435百万円）、経常損失は190百万円（前連結会計年度は経常利益382百万円）、当期純損失は

528百万円（前連結会計年度は当期純利益176百万円）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順調に推移したこと及び想定を上

回る新規ユーザーの獲得により、売上高は前年実績を大幅に上回りました。一方、ASPサービスの事業拡大に伴う設

備増強及び運用コストなどの費用、並びに平成22年11月にリリースしました福祉情報システムのリニューアルシステ

ムに対応する製品償却費の増加などにより、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7,068百万円（前連結会計年度比23.8％増）、セグメント利益は646百万円（前連結会計年度

比44.8％減）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

できたことに加え、下半期の需要が増加したことから、売上高は前年実績を上回りました。また、連結子会社である

株式会社メディプラスにおきましては、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753百万円（前連結会計年度比23.1％増）、セグメント損失は775百万円（前連結会計年度

はセグメント損失625百万円）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、売上高、

セグメント利益ともに前年実績を上回りました。 

以上の結果、売上高は155百万円（前連結会計年度比106.5％増）、セグメント利益は18百万円（前連結会計年度は

セグメント損失40百万円）となりました。 

  

１．経営成績
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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が堅調に

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、タイの洪水により取引先工場が被

災した影響が懸念されたものの、結果的には復旧需要により受注が増加し計画を若干上回る売上実績となりました。

平成21年５月から販売を開始した「動的テストツールDT10」は発売から３年目を迎え、業界内での認知度が高ま

り、着実に販売台数を伸ばしております。特に下半期については売上こそ計画に届かなかったものの、販売台数は当

初計画を達成し前年度実績を大幅に上回りました。 

 以上の結果、売上高は412百万円（前連結会計年度比34.3％増）、セグメント損失は19百万円（前連結会計年度は

セグメント損失73百万円）となりました。 

  

次期連結会計年度の見通し 

 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、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。 

 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、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など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、地域福祉計画や健康づくり計画の策定業務を中心に積極的な営業活動を展

開してまいります。 

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が堅調に推移する見通しです。また、「動的テストツール

DT10」の販売については、既存ユーザーへの追加導入増加と、国内外の販売代理店が活性化することで前年度実績を

大幅に上回る売上を計上できる見通しであります。 

 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製品償却費の負担が一時

的に増加する見通しであり、製品償却費は1,830百万円となる予定であります。  

 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。 

  

 以上により、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高7,510百万円（前連結会計年度比10.5％減少）、営業

損失1,240百万円（前連結会計年度は営業損失128百万円）、経常損失1,320百万円（前連結会計年度は経常損失190百

万円）、当期純損失1,110百万円（前連結会計年度は当期純損失528百万円）を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は15,586百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,693百万円増加しました。その主な

要因は、受取手形及び売掛金が1,403百万円、現金及び預金が404百万円それぞれ増加したことにより流動資産が

1,883百万円増加したことによります。 

 負債合計は14,084百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,312百万円増加しました。その主な要因は、前受収益

（長期前受収益含む）が1,089百万円、短期借入金が720百万円、未払金が439百万円それぞれ増加したことによりま

す。 

 純資産合計は1,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ618百万円減少しました。その主な要因は、当期純損失

528百万円、配当金の支払い92百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度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404百万円増

加し、当連結会計年度末では1,736百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・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、2,727百万円（前連結会計年度に比べ103百万円増加）となりました。その主

な要因は、売上債権の増加額1,403百万円、法人税等の支払額444百万円による減少があるものの、減価償却費

2,789百万円、前受収益の増加額1,089百万円等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、1,873百万円（前連結会計年度に比べ728百万円減少）となりました。これは

主に、福祉情報システム事業における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、450百万円（前連結会計年度は308百万円の増加）となりました。この要因

は、短期借入による資金調達で720百万円増加した一方、ファイナンス・リース債務の返済による支出796百万

円、長期借入金の返済による支出281百万円、配当金の支払額92百万円により減少したものであります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注3）キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注4）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  19.6  15.3  9.6

時価ベースの自己資本比率（％）  16.0  10.2  11.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  167.7  238.3  246.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  40.4  35.7  32.8
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の１つとして認識しております。利益配分に関しましては、安定

した配当を行うことを基本としつつ、業績の状況、配当性向、内部留保の充実などの諸要素を勘案して決定し、積極

的に株主への利益還元に取組んでまいる方針であります。 

 平成24年３月期の利益配当金につきましては、１株当たり普通配当2,500円を平成24年５月25日に開催予定の取締

役会において付議する予定となっております。 

 平成25年３月期の利益配当金につきましては、１株当たり普通配当1,500円を見込んでおります。 
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 当社グループは、当社及び連結子会社である㈱ワイズマンコンサルティング、ハートランド・データ㈱、㈱メディプ

ラスの４社で構成され、福祉・医療に係る情報システム事業、コンサルティング事業、組込ソフトウエア事業を展開し

ております。 

 当社グループの事業区分別の内容と各社の位置付けは次のとおりであります。 

  事業系統図は次のとおりであります。 

  

 当社はパッケージソフトウエアの企画開発とその販売及びASP方式によるサービス提供を行っております。当社

の販売形態としては、各保健福祉施設等のユーザーに当社が直接販売する形態と、販売代理店を経由して販売する

形態があります。販売代理店を経由して販売した場合の保守サービスなどのアフターフォローは、直接販売と同様

に当社社員が直接対応しております。 

 ㈱ワイズマンコンサルティングは、地方自治体と直接取引しております。 

 ハートランド・データ㈱は、音響・電機メーカー等と直接取引をしております。 

 ㈱メディプラスは、当社及び医療情報システムメーカーに対し販売を行います。  

２．企業集団の状況

事業区分 主たる事業内容 会社名 

福祉情報システム事業 

医療情報システム事業  

 全国の保健・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企画開発及び販売 

㈱ワイズマン 

㈱メディプラス  

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・

計画策定のコンサルティング 
㈱ワイズマンコンサルティング 

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、半導体品質検査

装置用ソフトウエアの受託開発、動的テストツール

の開発及び販売 

ハートランド・データ㈱ 
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 [関係会社の状況] 

   

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容 

議決権の 

所有割合 
関係内容 

連結子会社  

㈱ワイズマンコンサルティング  
岩手県盛岡市   10,000

コンサルティング 

事業 
% 100 役員の兼任 ３名  

連結子会社  

ハートランド・データ㈱ 
栃木県足利市  32,000

組込ソフトウエア 

事業 
% 100

役員の兼任 ２名  

債務保証 

連結子会社  

㈱メディプラス 
岩手県盛岡市  50,000

医療情報システム

事業 
% 100

役員の兼任 ４名  

債務保証 

販売用システムの開発

業務支援 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「価値あるものを創造することにより、よりよい環境の実現と社会への貢献を目指す」を経営理念として

掲げております。社会が認める価値あるものを提供することを通じて、顧客にとって魅力ある会社、社員にとって魅

力ある会社であり続けることを会社経営の基本方針といたしております。そして、この実現のために、情報システム

の開発販売事業及び情報通信サービス関連事業などに注力し、透明で公正な経営を心がけ、事業の成長発展のための

企業努力を重ねてまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 経営指標が各種存在する中で、特に売上高経常利益率の向上を目標としてまいります。当社グループは、現在の事

業の柱である福祉情報システム事業にて安定的かつ高い利益を確保しながら、医療情報システム事業へ投資を行い、

これをもう一つの事業の柱に育てていくことを目指しております。今後も成長の途上にある事業への投資を行いなが

ら、売上高経常利益率の向上を目指します。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

① 福祉分野における情報システムの需要は、以前の急成長から安定した成長へと変化してきております。当社は平

成17年８月から福祉情報システムのASP方式による月額料金制のサービスを提供しております。これにより従来よ

りも安定した利用環境と新たなサービス内容を安価でユーザーに提供し、シェアの維持・拡大と永続的取引を実現

してまいります。これまで蓄積してきた福祉情報分野での専門知識・専門技術と、多数のユーザーを有する当社の

スケールメリットを活かし、収益の安定化と競合他社との差別化を図ってまいります。 

② 国から打ち出された「新たな情報通信技術戦略」は医療のIT化を推進させ、電子カルテを中心とした医療情報シ

ステムの需要はさらに高まって行くものと考えます。一方、当社はこれまで福祉分野において高い評価をいただ

き、大きな実績を積み上げてまいりました。取引先には介護老人保健施設や訪問看護ステーションなどを経営する

多くの医療法人があり、これら福祉分野での評価と実績を医療の分野に活かしながら、当該法人が運営する病院に

対し医療情報システムを開発販売してまいります。また、医療法人内の医療部門と福祉部門の情報を連携させるこ

とにより生まれる新たな活用方法を、法人経営に有効なツールとして提案してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 わが国の高齢化は年々進み、保健・医療・福祉に関する問題の解決は、国にとって 重要課題の一つであります。

 65歳以上の人口が総人口に占める割合を高齢化率と呼称されておりますが、わが国の高齢化率は平成22年10月には

23.1％ となり、一般的な分類において超高齢社会に区分されています。高齢社会になることは同時に少子化の現象

が起きていることでもあり、福祉制度・医療制度の持続可能性を揺るがす問題となっております。 

 この課題に対処すべく、福祉分野におきましては、平成24年４月に地域包括ケアシステム基盤の強化、医療と介護

の役割分担・連携強化、認知症にふさわしいサービスの提供を基本的な視点とした改正介護保険法が施行されており

ます。福祉サービス事業者は、この改正により一層メリハリがついた運営が求められる状況となってまいりました。

 医療分野におきましては、平成22年５月に国から「新たな情報通信技術戦略」が打ち出され、その中に、地域の絆

の再生の医療分野の取組として「どこでもＭＹ病院」構想と「シームレスな地域連携医療」の実現等の施策がありま

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・効率化への取組が求められております。  

① 経営機能の強化 

 当社を取り巻く環境と自社の現状をタイムリーに高い精度で把握・分析し、スピーディーに対応することが課題で

あります。その対処方法として、「経営戦略会議」及び「福祉営業企画部」「医療営業企画部」にて、常に戦略戦術

の見直しを進めてまいります。 

 また、売上高の伸び率が低下する場面でも利益を 大限に確保することが課題であり、そのために「経営企画部」

を中心にさらに利益管理を充実させ、投資のコントロール及び経費の削減を進めてまいります。 

３．経営方針
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② 商品・サービスの提供力の向上 

 市場におけるコンピュータシステムへのニーズは多様であり、また常に変化を続けております。このニーズに迅速

かつ的確に応えることが課題であります。その対処方法として、医療・福祉の現場の声を重視し、積極的にシステム

の改良に取組み、常に「よりよいシステム」と「よりよいサポート」の実現を目指してまいります。 

 特に、福祉情報システム事業におきましては、ASP方式による顧客に安価で便利な利用価値の高いサービスの提供

を推進し、福祉サービスの質の向上を通して社会貢献を目指しております。 

③ 医療情報システム分野の成長 

 当社はこれまで福祉情報システム市場において高い評価をいただき、大きな実績を積み上げてまいりました。さら

なる事業規模拡大のため、医療情報システム分野の成長が課題であります。その対処方法として、福祉情報システム

を使用する介護老人保健施設や訪問看護ステーションなどの経営主体は、診療所や病院を経営する医療法人が大半で

あることから、福祉情報システムユーザーの関連病院・診療所に対し、優先的に医療情報システムの営業展開を進め

てまいります。 

④ 人材の確保 

 激化する他社との競争に勝ち続けるためには、優秀な人材を採用・教育していくことが課題であります。その対処

方法として、教育・研修制度の充実や社員の能力と意欲を高める人事制度を構築するとともに、管理職のレベルアッ

プなど、意欲を高める人材マネジメントの確立などに取組んでまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,332,088 1,736,845

受取手形及び売掛金 1,828,110 3,231,231

商品及び製品 39,862 25,707

仕掛品 8,781 22,870

原材料及び貯蔵品 7,394 10,702

繰延税金資産 594,778 707,791

その他 207,169 161,843

貸倒引当金 △7,700 △3,100

流動資産合計 4,010,486 5,893,891

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,418,916 1,425,390

減価償却累計額 △342,055 △399,135

建物及び構築物（純額） ※1  1,076,861 ※1  1,026,255

車両運搬具 7,075 7,075

減価償却累計額 △5,738 △6,278

車両運搬具（純額） 1,336 796

工具、器具及び備品 373,068 377,191

減価償却累計額 △312,126 △326,100

工具、器具及び備品（純額） 60,941 51,091

土地 ※1  700,793 ※1  700,793

リース資産 1,482,248 1,738,490

減価償却累計額 △465,236 △737,584

リース資産（純額） 1,017,012 1,000,906

有形固定資産合計 2,856,944 2,779,842

無形固定資産   

のれん 282,316 244,674

リース資産 579,244 651,339

ソフトウエア 3,839,504 3,566,678

ソフトウエア仮勘定 167,053 338,230

その他 10,568 10,372

無形固定資産合計 4,878,687 4,811,296

投資その他の資産   

投資有価証券 54,240 26,558

繰延税金資産 1,890,301 1,866,326

その他 223,561 232,592

貸倒引当金 △21,134 △24,098

投資その他の資産合計 2,146,968 2,101,378

固定資産合計 9,882,600 9,692,517

資産合計 13,893,086 15,586,408
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,675 185,299

短期借入金 2,650,000 3,370,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  281,296 ※1  225,548

未払金 464,667 903,850

リース債務 656,701 701,197

未払法人税等 455,121 407,334

未払費用 215,905 241,947

前受収益 1,282,769 1,600,061

賞与引当金 188,814 231,858

資産除去債務 4,792 2,630

その他 36,212 197,268

流動負債合計 6,329,957 8,066,995

固定負債   

長期借入金 ※1  1,177,639 ※1  952,091

リース債務 1,488,441 1,466,565

退職給付引当金 222,287 272,211

長期前受収益 2,543,734 3,316,244

資産除去債務 9,698 9,920

固定負債合計 5,441,801 6,017,032

負債合計 11,771,758 14,084,027

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 △194,754

株主資本合計 2,130,055 1,508,796

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 △6,415

その他の包括利益累計額合計 △8,727 △6,415

純資産合計 2,121,328 1,502,381

負債純資産合計 13,893,086 15,586,408
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 6,703,436 8,390,160

売上原価 4,369,188 6,410,057

売上総利益 2,334,248 1,980,103

販売費及び一般管理費 ※１,※２  1,898,876 ※１,※２  2,108,618

営業利益又は営業損失（△） 435,371 △128,515

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,080 1,976

助成金収入 2,524 657

業務受託料 8,729 10,238

受取手数料 3,489 5,833

その他 3,301 5,013

営業外収益合計 20,123 23,718

営業外費用   

支払利息 72,341 85,924

その他 801 －

営業外費用合計 73,142 85,924

経常利益又は経常損失（△） 382,353 △190,721

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,949 －

特別利益合計 7,949 －

特別損失   

固定資産除却損 ※3  16 ※3  454

のれん償却額 ※4  17,000 －

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 22,514 22,828

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

367,788 △213,549

法人税、住民税及び事業税 610,810 404,249

法人税等調整額 △419,208 △89,037

法人税等合計 191,601 315,212

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

176,186 △528,761

当期純利益又は当期純損失（△） 176,186 △528,761
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

176,186 △528,761

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,787 2,312

その他の包括利益合計 △5,787 ※1  2,312

包括利益 170,399 △526,449

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 170,399 △526,449
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 992,225 992,225

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 992,225 992,225

資本剰余金   

当期首残高 711,325 711,325

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 711,325 711,325

利益剰余金   

当期首残高 342,815 426,505

当期変動額   

剰余金の配当 △92,497 △92,497

当期純利益又は当期純損失（△） 176,186 △528,761

当期変動額合計 83,689 △621,259

当期末残高 426,505 △194,754

株主資本合計   

当期首残高 2,046,366 2,130,055

当期変動額   

剰余金の配当 △92,497 △92,497

当期純利益又は当期純損失（△） 176,186 △528,761

当期変動額合計 83,689 △621,259

当期末残高 2,130,055 1,508,796

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △2,940 △8,727

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,787 2,312

当期変動額合計 △5,787 2,312

当期末残高 △8,727 △6,415

純資産合計   

当期首残高 2,043,425 2,121,328

当期変動額   

剰余金の配当 △92,497 △92,497

当期純利益又は当期純損失（△） 176,186 △528,761

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,787 2,312

当期変動額合計 77,902 △618,947

当期末残高 2,121,328 1,502,381
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

367,788 △213,549

減価償却費 1,565,761 2,789,574

のれん償却額 56,908 37,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,257 △1,636

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,830 43,043

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,271 49,924

受取利息及び受取配当金 △2,080 △1,976

支払利息 72,341 85,924

固定資産除却損 16 454

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,497 －

売上債権の増減額（△は増加） △16,825 △1,403,121

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,046 △3,241

その他の資産の増減額（△は増加） 10,420 857

仕入債務の増減額（△は減少） 6,780 91,623

未払金の増減額（△は減少） 69,194 435,803

未払費用の増減額（△は減少） 7,291 26,089

前受収益の増減額（△は減少） 930,977 1,089,792

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,063 221,682

その他の負債の増減額（△は減少） 16,628 4,316

小計 3,118,562 3,253,202

利息及び配当金の受取額 2,080 1,976

利息の支払額 △73,463 △83,192

法人税等の支払額 △422,500 △444,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,624,678 2,727,930

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 △15,019 △12,219

無形固定資産の取得による支出 △2,584,660 △1,875,220

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 － 30,000

その他 △1,814 △15,613

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,601,500 △1,873,058

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） 1,200,000 720,000

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 △299,812 △281,296

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △599,002 △796,322

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 308,687 △450,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 331,865 404,756

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期末残高 ※1  1,332,088 ※1  1,736,845
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 該当事項はありません。  

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ３社 

連結子会社名 

株式会社ワイズマンコンサルティング 

ハートランド・データ株式会社 

株式会社メディプラス 

(2）非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

ロ．たな卸資産 

商品及び製品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

原材料及び貯蔵品 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物    ８年～50年 

工具器具備品     ４年～15年 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

市場販売目的のソフトウエア 

 販売開始後３年以内の見込販売収益に基づく減価償却額と残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、い

ずれか大きい額を計上しております。 

自社利用のソフトウエア 

 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

ハ．リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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(3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を見積計上しておりま

す。 

ハ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定率法により、それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

（追加情報） 

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、特別損失として22,374千円計上しております。 

(4）重要な収益及び費用の計上基準 

受注制作ソフトウエアに係る収益及び原価の計上基準 

イ．当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注制作ソフトウエア 

 工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法） 

ロ．その他の受注制作ソフトウエア 

 工事完成基準（検収基準） 

(5）のれんの償却方法及び償却期間 

 ハートランド・データ株式会社については10年間の定額法により償却を行っております。 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。  

 当連結会計年度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。 

 なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、当連結会

計年度の「貸倒引当金戻入額」は、「営業外収益」に計上しておりますが、前連結会計年度については遡及処理を行

っておりません。 

追加情報
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※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※４ 前連結会計年度ののれん償却額は、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（会計制度委員会

報告第７号 平成23年１月12日）第32項の規定に基づき、連結子会社株式の減損処理に伴ってのれんの償却をした

ものであります。 

 なお、当連結会計年度については、該当事項はありません。  

   

注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度

（平成24年３月31日） 

建物及び構築物 千円 1,062,943 千円 1,012,809

土地  700,793  700,793

計  1,763,736  1,713,603

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

１年内返済予定の長期借入金 千円 204,959 千円 205,544

長期借入金  1,002,644  797,100

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

給与手当 千円 597,771 千円 623,630

賞与引当金繰入額  70,334  88,453

退職給付費用  22,870  22,169

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

千円 19,678 千円 163,205

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物及び構築物 千円 － 千円 12

工具器具備品  16  64

ソフトウエア  －  376

計  16  454
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当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

※１．その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 千円 2,312

組替調整額  －

税効果調整前  2,312

税効果額  －

その他有価証券評価差額金  2,312

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  36,999  －  －  36,999

合計  36,999  －  －  36,999

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月26日 

取締役会 
普通株式  92,497  2,500 平成22年３月31日 平成22年６月25日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年５月25日 

取締役会 
普通株式  92,497 利益剰余金   2,500 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

２．重要な非資金取引の内容 

 新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 

  

  
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  36,999  －  －  36,999

合計  36,999  －  －  36,999

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年５月25日 

取締役会 
普通株式  92,497  2,500 平成23年３月31日 平成23年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年５月25日 

取締役会 
普通株式  92,497 利益剰余金   2,500 平成24年３月31日 平成24年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  
  

前連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 1,332,088千円 1,736,845千円 

現金及び現金同等物 1,332,088  1,736,845  

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

有形固定資産 千円 881,594 千円 353,328

無形固定資産  759,661  425,076

リース債務  1,726,618  818,881
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（借主側） 

ファイナンス・リース取引 

１．所有権移転ファイナンス・リース取引 

（1)リース資産の内容 

無形固定資産 

ASPサービス提供に係る設備で使用する独自仕様のソフトウエアであります。 

（2)リース資産の減価償却の方法 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 

  

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（1)リース資産の内容 

有形固定資産 

主として、ASPサービス提供に係るサーバー、コンピュータ端末等機器の他、ソフトウエア開発業務に使用

するコンピュータ端末等（工具、器具及び備品）であります。 

無形固定資産 

主として、ASPサービス提供に係る設備で使用する汎用ソフトウエアであります。 

（2)リース資産の減価償却の方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

 当社グループの資金運用については流動性の高い金融資産で運用しております。また、設備投資資金に

つきましては銀行借入（長期）及びリースにより調達し、賞与や納税など一時的な資金需要は銀行借入

（短期）により調達しております。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。 

 借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的とした

ものであり、流動性リスクに晒されております。また、一部の長期借入金は金利変動のリスクに晒されて

おります。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

 当社は、受取手形及び売掛金について与信管理規程に従い、担当部門が主要な取引先の状況を定期的に

モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念

の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理

を行っております。 

②市場リスクの管理 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

 借入金の金利変動については、毎月変動の状況をモニタリングし、市場金利の動向を見ながら必要に応

じて資金調達状況を見直しております。 

③流動性リスクの管理 

 適時資金繰計画を作成するなどの方法により資金管理を行っております。 

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（株）ワイズマン（3752）平成24年3月期 決算短信

－21－



２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

  

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（平成24年３月31日） 

 (注)１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

(3）投資有価証券 

 これらの時価につきまして、株式は取引所の価格によっております。 

負 債  

(1）短期借入金、(2）未払金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

(3）長期借入金（1年内返済予定を含む） 

 変動金利による借入金は短期間で金利を見直しており、時価は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価

額によっております。固定金利による借入金は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(4）リース債務 

 これらの時価は、元利金の合計額を、同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。なお、リース債務は流動負債、固定負債を合算しております。 

  

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金 1,332,088  1,332,088 －

(2）受取手形及び売掛金 1,828,110  1,828,110 －

(3）投資有価証券 53,240  53,240 －

 資産計 3,213,440  3,213,440 －

(1）短期借入金 2,650,000  2,650,000 －

(2) 長期借入金 

 （1年内返済予定を含む） 
1,458,935  1,468,327 9,392

(3) リース債務 2,145,143  2,159,594 14,451

 負債計 6,254,078  6,277,921 23,843

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金 1,736,845  1,736,845 －

(2）受取手形及び売掛金 3,231,231  3,231,231 －

(3）投資有価証券 25,558  25,558 －

 資産計 4,993,635  4,993,635 －

(1）短期借入金 3,370,000  3,370,000 －

(2）未払金 903,850  903,850 －

(3) 長期借入金 

 （1年内返済予定を含む） 
1,177,639  1,191,875 14,236

(4) リース債務 2,167,762  2,204,942 37,180

 負債計 7,619,251  7,670,668 51,416
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   ２．時価を把握することが極めて困難であると認められる金融商品 

（単位：千円）

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）

投資有価証券」には含めておりません。 

  

 ３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 前連結会計年度（平成23年３月31日）  

  

 当連結会計年度（平成24年３月31日）  

  

 ４. 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額 

 前連結会計年度（平成23年３月31日）  

  

 当連結会計年度（平成24年３月31日）  

  

区分 
前連結会計年度 

（平成23年３月31日）  

当連結会計年度 

（平成24年３月31日）  

非上場株式  1,000  1,000

  
１年以内
  (千円）  

１年超
５年以内  
 (千円） 

５年超 
10年以内 
 (千円）  

10年超
 (千円） 

現金及び預金  1,332,088  －  －  －

受取手形及び売掛金  1,828,110  －  －  －

投資有価証券         

その他有価証券のうち満期

があるもの 
       

 債券  －  －  30,000  －

合計  3,160,199  －  30,000  －

  
１年以内
  (千円）  

１年超
５年以内  
 (千円） 

５年超 
10年以内 
 (千円）  

10年超
 (千円） 

現金及び預金  1,736,845  －  －  －

受取手形及び売掛金  3,231,231  －  －  －

合計  4,968,076  －  －  －

  
１年以内
（千円） 

１年超
２年以内 
（千円） 

２年超
３年以内 
（千円） 

３年超
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超
（千円） 

長期借入金  281,296  225,048  324,300  219,548  203,160  205,583

リース債務  656,701  540,127  481,115  363,565  103,633  －

合計  937,997  765,175  805,415  583,113  306,793  205,583

  
１年以内
（千円） 

１年超
２年以内 
（千円） 

２年超
３年以内 
（千円） 

３年超
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超
（千円） 

長期借入金  225,548  323,800  219,548  203,160  94,444  111,139

リース債務  701,197  644,581  529,463  272,001  20,518  －

合計  926,745  968,381  749,011  475,161  114,962  111,139
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１．その他有価証券 

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（平成24年３月31日） 

  

２．売却したその他有価証券 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価 
（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  －  －  －

(2）債券                  

① 社債  30,442  30,000  442

小計  30,442  30,000  442

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  22,798  31,968  △9,170

(2）債券                  

① 社債  －  －  －

小計  22,798  31,968  △9,170

合計  53,240  61,968  △8,727

  種類 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価 
（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
株式  1,905  1,854  51

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
株式  23,652  30,119  △6,466

合計  25,558  31,973  △6,415

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 

(1）株式  －  －  －

(2）債券       

①  社債  30,000  －  －

合計  30,000  －  －
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１．採用している退職給付制度の概要 

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、確定拠出年金制度及び退職一時

金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

ハートランド・データ株式会社は、退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度を採用しております。同社

の退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

なお、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、平成23年８月に適格退職

年金制度から確定拠出年金制度へ移行しております。 
  

２．退職給付債務及びその内訳 

(注)当連結会計年度における適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に伴う影響額は、次のとおりであります。
  

  
３．退職給付費用の内訳 

   
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準 
  

(2）割引率 

  
(3）期待運用収益率 

  
(4）数理計算上の差異の処理年数 

10年の定率法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

（退職給付関係）

  前連結会計年度
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

(1）退職給付債務（千円）  △538,595  △274,185   

(2）年金資産（千円）  291,236  －   

(3）未積立退職給付債務(1）＋(2）（千円）  △247,359  △274,185   

(4）未認識数理計算上の差異（千円）  25,071  1,974   

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）  －  －   

(6）連結貸借対照表計上額純額(3）＋(4）＋(5）（千円)  △222,287  △272,211   

(7）前払年金費用（千円）  －  －   

(8）退職給付引当金(6）－(7）（千円）  △222,287  △272,211   

退職給付債務の減少 264,333千円 

年金資産の減少 △280,183 

未認識数理計算上の差異 △6,523 

退職給付引当金の増加 △22,374千円 

    
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

 (1）勤務費用（千円）  52,088  38,481  

 (2）利息費用（千円）  6,928  5,092  

 (3）期待運用収益（減算）（千円）  △3,773  △1,376  

 (4）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  3,705  2,126  

 (5）退職給付費用（千円）  58,949  44,323  

 (6）確定拠出年金制度への移行に伴う損益（千円）  －  22,374  

 (7）確定拠出年金への掛金支払額（千円）  －  12,291  

 計（千円）  58,494  78,989  

前連結会計年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

％ 1.5 ％ 1.5

前連結会計年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

％ 1.5 ％ 1.5
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  （注） 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ

ております。 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

  

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「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210,580千円減少し、法人税

等調整額は210,580千円増加しております。 

  

（税効果会計関係）

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

繰延税金資産   

未払事業税 千円35,093  千円28,956

賞与引当金  76,339   87,580

貸倒引当金  8,478   3,403

ソフトウエア  666,948   490,623

退職給付引当金  89,840   96,550

前受収益  1,473,760   1,790,465

繰越欠損金  219,838   278,551

その他  40,226   36,261

繰延税金資産小計  2,610,525   2,812,394

評価性引当額  △125,445   △238,276

繰延税金資産の純額  2,485,080   2,574,117

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

流動資産－繰延税金資産 千円594,778  千円707,791

固定資産－繰延税金資産  1,890,301   1,866,326

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

法定実効税率 ％ 40.4  ％ 40.4

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.3   △3.2

住民税均等割  5.0   △8.7

過年度法人税等戻入額  △14.1   －

評価性引当額の増加  12.5   △69.0

のれん償却額  6.3   △7.1

その他  0.7   △1.4

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  －   △98.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率  52.1   △147.6
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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、動的テストツール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、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日） 

（単位：千円）

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

 
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  5,709,559  611,682  75,444  306,750  6,703,436

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  5,709,559  611,682  75,444  306,750  6,703,436

セグメント利益又は損失

（△） 
 1,172,640  △625,092  △40,316  △73,881  433,350

セグメント資産  6,361,755  1,285,061  97,386  951,562  8,695,765

その他の項目           

減価償却費  1,069,842  375,786  628  40,804  1,487,061

のれんの償却額  －  －  －  39,908  39,908

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 3,539,386  655,320  －  －  4,194,707
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日） 

（単位：千円）

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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。 

  

（単位：千円）

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、繰延税金資産（流動及び固定）、本

社建物等であります。 

  

（単位：千円）

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に基幹システムの取得額及び本社建物の設

備投資額であります。 

 
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  7,068,958  753,272  155,820  412,110  8,390,160

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,068,958  753,272  155,820  412,110  8,390,160

セグメント利益又は損失

（△） 
 646,747  △775,372  18,268  △19,157  △129,513

セグメント資産  7,401,195  1,359,741  197,038  865,371  9,823,346

その他の項目           

減価償却費  2,112,038  561,434  207  45,653  2,719,333

のれんの償却額  －  －  －  37,642  37,642

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 1,876,873  597,055  －  35,337  2,509,265

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計  433,350 △129,513

ゼグメント間取引消去  7,200  1,200

全社費用（注）  △5,178 △201

連結財務諸表の営業利益又は営業損失（△）  435,371 △128,515

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計  8,695,765  9,823,346

全社資産（注）  5,197,321  5,763,062

連結財務諸表の資産合計  13,893,086  15,586,408

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

減価償却費  1,487,061  2,719,333  78,699  70,240  1,565,761  2,789,574

のれんの償却費  39,908  37,642 －  －  39,908  37,642

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額  4,194,707  2,509,265  10,001  36,901  4,204,709  2,546,167
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 （注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 57,334.74 円 40,605.99

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失（△） 
円 4,761.93 円 △14,291.25

  前連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日） 

当期純利益金額又は当期純損失金額（△） 

（千円） 
 176,186  △528,761

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失

金額（千円） 
 176,186  △528,761

普通株式の期中平均株式数（株）  36,999  36,999

  
前連結会計年度末

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  2,121,328  1,502,381

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,121,328  1,502,381

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 36,999  36,999

（重要な後発事象）
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