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1.  平成24年10月期第3四半期の業績（平成23年11月1日～平成24年7月31日） 

(注)当社は平成23年10月期より決算期を４月30日から10月31日に変更しているため、平成23年10月期は、６ヶ月の変則決算となっております。これに伴い、平
成23年10月期は当第３四半期に対応する期間がないため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
また、平成23年10月期は第３四半期決算短信を作成しておりません。このため、平成23年10月期第３四半期累計期間については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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10月期第3四半期 8,265 ― 2,231 ― 2,238 ― 1,297 ―
23年10月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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10月期第3四半期 245.03 ―
23年10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10月期第3四半期 10,101 8,655 85.7 1,637.13
23年10月期 9,062 7,601 83.9 1,424.34
（参考） 自己資本   24年10月期第3四半期  8,655百万円 23年10月期  7,601百万円

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10月期 ― ― ― 30.00 30.00
24年10月期 ― 0.00 ―
24年10月期（予想） 60.00 60.00

3. 平成24年10月期の業績予想（平成23年11月 1日～平成24年10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  
(注)平成23年10月期は、決算期変更により６ヶ月の変則決算となっております。これに伴い、平成24年10月期の業績予想の通期の対前期増減率については記
載しておりません。 

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 10,518 ― 2,253 ― 2,262 ― 1,357 ― 254.33



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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） 

(注)当社は平成23年10月期より決算期を４月30日から10月31日に変更しております。これに伴い、平成23年10月期は当第３四半期に対応する累計期間が
存在しないため、期中平均株式数(四半期累計)の記載を省略しております。 

※  注記事項

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10月期3Q 5,488,000 株 23年10月期 5,488,000 株
② 期末自己株式数 24年10月期3Q 201,186 株 23年10月期 151,168 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期3Q 5,296,856 株 23年10月期3Q ― 株

※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報告書の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
法に基づく四半期報告書のレビューは完了しております。 

※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
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当社は平成23年10月期より決算期を４月30日から10月31日に変更しております。これに伴い、平成24年10月期第

３四半期累計期間（平成23年11月１日から平成24年７月31日）に対応する前年同四半期累計期間がないため、経営

成績に関する定性的情報につきましては比較を容易にするため、前年同期（平成22年11月１日から平成23年７月31

日）との比較を参考として記載しております。  

 当第３四半期累計期間（平成23年11月１日から平成24年７月31日)におけるわが国経済は、復興需要の顕在化に

伴い設備投資や個人消費は緩やかな持ち直しの兆しが見られました。しかしながら、欧州債務問題の長期化を背景

とする円高の高止まり、電力安定供給への懸念等、企業を取り巻く環境は依然として先行き不透明な状況で推移し

ました。  

 医療業界におきましては、平成24年度診療報酬と介護報酬の改定が実施されました。前回に引き続きプラス改定

でありましたが、病院・病床機能の分化、地域連携の強化や在宅医療の充実等を通じて、医療機関は効率的で質の

高い医療の提供を求められております。 

 当社は、医療の効率化や品質向上、地域連携に不可欠な統合系医療情報システムである電子カルテシステムの開

発・販売を中心に事業を展開し、東西のエリア担当が各地域へのきめ細かい営業活動を効率的にかつ積極的に行

い、受注を獲得してまいりました。 

 市場における有力企業数社の競争は激しさを増しているものの、当社は、企業努力を続け、着実に利益の向上と

顧客満足度の向上に努めてまいりました。第３四半期累計期間に計画していた案件がほぼ順調に稼働した結果を受

けまして、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、利益面におきましては営業利益 百万円（同 ％

増）、経常利益 百万円（同 ％増）、四半期純利益 百万円（同 ％増）となりました。なお、セグ

メントの業績につきましては、当社は、医療情報システム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。  

   

  （２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円増加し、 百万

円となりました。主な要因は、現金及び預金 百万円の増加、売上債権 百万円の増加、投資有価証券

百万円の減少、及びたな卸資産 百万円の減少によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円とな

りました。主な要因は、仕入債務 百万円の増加、未払法人税等 百万円の減少、及び流動負債「その他」に

含まれる未払金 百万円の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末の純資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円増加し、 百万円

となりました。主な要因は、自己株式 百万円の増加、四半期純利益 百万円及び第43期利益剰余金の配当

金 百万円によるものであります。 

   

  （３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月期の業績予想につきましては、平成23年12月９日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。    

１．当四半期決算に関する定性的情報

8,265 25.8 2,231 75.4
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（１）四半期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。     

   

（２）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。   

   

 該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）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



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年10月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,453,881 4,683,509

受取手形及び売掛金 1,186,640 1,374,400

商品 166,258 132,234

仕掛品 144,897 153,884

その他 197,960 143,838

貸倒引当金 △7,232 △7,443

流動資産合計 5,142,406 6,480,424

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,216,239 1,149,812

構築物（純額） 18,412 17,131

工具、器具及び備品（純額） 86,047 78,209

土地 1,629,652 1,629,652

建設仮勘定 483,000 483,830

有形固定資産合計 3,433,352 3,358,636

無形固定資産 8,435 6,170

投資その他の資産   

投資有価証券 291,801 95,247

関係会社株式 20,000 20,000

その他 166,358 141,294

投資その他の資産合計 478,159 256,542

固定資産合計 3,919,948 3,621,348

資産合計 9,062,355 10,101,773

負債の部   

流動負債   

買掛金 384,945 643,860

未払法人税等 477,852 389,418

前受金 153,745 152,348

その他 444,338 260,941

流動負債合計 1,460,882 1,446,568

負債合計 1,460,882 1,446,568

純資産の部   

株主資本   

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,010,800 1,010,800

利益剰余金 5,899,488 7,037,263

自己株式 △162,180 △248,460

株主資本合計 7,595,508 8,647,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,964 8,201

評価・換算差額等合計 5,964 8,201

純資産合計 7,601,472 8,655,204

負債純資産合計 9,062,355 10,101,773



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年７月31日) 

売上高 8,265,679

売上原価 5,467,326

売上総利益 2,798,353

販売費及び一般管理費 567,042

営業利益 2,231,310

営業外収益  

受取利息 3,047

受取配当金 143

投資有価証券評価益 750

その他 3,187

営業外収益合計 7,127

営業外費用  

その他 262

営業外費用合計 262

経常利益 2,238,175

特別損失  

固定資産除却損 288

特別損失合計 288

税引前四半期純利益 2,237,886

法人税、住民税及び事業税 848,667

法人税等調整額 91,339

法人税等合計 940,006

四半期純利益 1,297,879



 該当事項はありません。 

   

   

 当社は、医療情報システム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。     

   

当第３四半期累計期間（自平成23年11月１日 至平成24年７月31日） 

 当社は、平成23年12月20日開催の取締役会決議により、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式 千円を取得し、また単元未満株式の買取りにより、自

己株式 千円を取得しております。 

 この結果、当第３四半期累計期間末において、自己株式は 千円となっております。    

   

 （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日以後に開始する事業年度から法

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40.6％から、平成24年11月１日に開始する事業年度から平成26年

11月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年11月１日に開始する事

業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となります。なお、この税率変更による影響は軽微で

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

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

86,250

30

248,460

（６）追加情報



 当社は、平成23年10月期より決算期を４月30日から10月31日に変更しております。これに伴い、平成24年10月期第

３四半期累計期間（平成23年11月１日から平成24年７月31日）に対応する前年同四半期累計期間がないため、補足情

報につきましては、比較を容易にするため、前年同期（平成22年11月１日から平成23年７月31日）との比較を参考と

して記載しております。 

  

（１）ハードウェア仕入実績 

 当第３四半期累計期間のハードウェアの仕入実績について、当社は単一セグメントとしているため、種類別に示

すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）受注実績 

 当第３四半期累計期間の受注実績について、当社は単一セグメントとしているため、種類別に示すと、次のとお

りであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）販売実績 

 当第３四半期累計期間の販売実績について、当社は単一セグメントとしているため、種類別に示すと、次のとお

りであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．補足情報

種類 
当第３四半期累計期間 

（自 平成23年11月１日 
至 平成24年７月31日） 

  
     前年同期比（％）  

  

ハードウェア（千円）  2,592,020  102.9

合計（千円）  2,592,020  102.9

 種類 

  
受注高 

  

  
受注残高 

  

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年11月１日 
至 平成24年７月31日） 

前年同期比 

（％）  

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成23年11月１日 
至 平成24年７月31日） 

  

前年同期比 

（％）  

ソフトウェア（千円）  3,067,665  116.1  1,492,110  65.6

ハードウェア（千円）  2,742,662  154.1  556,657  101.6

合計（千円）  5,810,327  131.4  2,048,767  72.6

種類 
当第３四半期累計期間 

（自 平成23年11月１日 
至 平成24年７月31日） 

  
  前年同期比（％）  

  

ソフトウェア（千円）  3,441,218  149.3

ハードウェア（千円）  2,995,534  111.1

保守サービス（千円）  1,828,925  116.7

合計（千円）  8,265,679  125.8
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