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事 業 概 要 
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 事業概要 ワイズマングループの事業概要 

事業区分 事業内容 会社名 

福祉情報 

システム事業 

福祉施設・事業者を対象に、業務処理や処遇 

管理を中心とするコンピュータシステムの 

企画･開発および販売・サポート 

株式会社ワイズマン 

医療情報 

システム事業 

中小規模病院を対象に、電子カルテシステム 
などの企画・開発および販売・サポート 

株式会社ワイズマン 

医療情報システムメーカー向けOEM製品の 
開発および提供 

 

株式会社メディプラス 

コンサルティング
事業 

地方自治体の保健福祉分野などにおける 

各種調査・事業計画策定のコンサルティング 

 

株式会社ワイズマン 
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 

プログラム開発およ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および販売 

ハートランド・データ 

株式会社 

ワイズマングループは、グループ各社が発展を目指し、事業領域の 
拡大と業績の向上を図る。 

福祉情報システム事業 
84.2% 

医療情報システム事業 9.0% 

コンサルティング事業 1.9% 

組込ソフトウエア事業 4.9% 

H24.3期 
連結売上高 

8,390百万円 

事業区分別売上高の割合 
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ユ ー ザ ー 

ワイズマングループのビジネスモデル 

株式会社ワイズマン 
株式会社ワイズマン 
コンサルティング 

株式会社メディプラス 
ハートランド・データ 

株式会社 

福祉施設・事業者、医療機関、地方自治体 

システムメーカー 

各種調査・事業計画 
策定のコンサルティング 

開発 
協力 

販売パートナー 

音響・電機メーカーなど 地方自治体 

 事業概要 ワイズマングループの事業概要 

ワイズマングループ 

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 

OEM製品販売 

販売 

販売・保守 販売 

システム販売 
保守サービス 

ASPサービス事業 

※平成24年7月1日に、機動的かつ柔軟な開発体制の構築・強化を図るため、株式会社ワイズマンの医療開発部門を 
  会社分割し、株式会社メディプラスが承継し、医療分野における開発業務を集約しました。 

デバイス制御プログラム開発 
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・販売 
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介護保険事業所導入実績 

A社 

その他

メーカー 

当社推計による 

主なサービス種別のユーザー数・シェア (H24.3末現在) 

介護保険 
事業所数 

ﾕｰｻﾞｰ数 シェア 

介護保険
施設 

介護老人福祉施設 6,415 1,452 23% 

介護老人保健施設 3,834 1,496 39% 

居宅介護 

事業所 

訪問介護 30,264 2,829 9% 

訪問看護 5,731 1,322 23% 

通所介護 31,991 4,866 15% 

認知症対応型共同生活介護 11,622 1,439 12% 

居宅介護支援事業所 34,923 5,660 16% 

地域包括支援センター 4,351 910 21% 

ワイズマン 
15% 

福祉分野では、トップクラスのシェア。 

 事業概要 ワイズマンの特長 

出所：介護保険事業所数はWAMNET（平成24年3月末日現在）。 訪問看護は 「平成22年訪問看護 
    ステーション数調査」（社団法人全国訪問看護事業協会）を使用 

0

10,000

20,000

H20.3期 H21.3期 H22.3期 H23.3期 H24.3期 H25.3期2Q 

事業所数 

居宅系事業所 
介護保険施設 

介護保険事業所ユーザー数の推移 
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 事業概要 ワイズマンの特長 

 企画・開発から販売・サポートまで一貫体制  
法制度改正およびユーザーニーズに即した 
システム製品のタイムリーな提供 

 充実したサポートサービスの提供 

全国の20支店による訪問サポートサービス 
サポートセンターによる電話サポートサービス 
Webを介したQ&Aなどのサポートサービス 

 商品ラインアップの充実と各システム間の 
連携の高さ 

 ワイズマンASPサービスでシステム運用を
サポート 
高い安全性、信頼性が評価され、11,000超の 
契約実績(平成24年9月末現在)。 
総務省が推進する「ASP・SaaS安全・信頼性に 
係る情報開示認定制度」の認定を取得。 

福祉・医療分野を広範囲にサポートするトータルネットワーク 
システムを提供 



7 Copyright (c) 2012 WISEMAN CO.,LTD. All rights reserved 

顧客満足度の向上と永続取引の実現を図るため、ASPサービス事業
を推進する。 

 事業概要 ワイズマンの特長（ワイズマンASPサービス） 

ASPサービスとは、インターネットを通じてアプリケーションソフトウエアを利用するサービス 

                              「アプリケーション・サービス・プロバイダ」の略。 

IDC （インターネット・データセンター）とは耐震・耐火性に優れ、発電設備や空調設備を
備えた専用施設で、カメラによる監視や入退室の制限・監視で高いセキュリティを確保し、
盗難や破壊などの心配がありません。  

ユーザーのメリット(利便性の向上) 
 

• システム導入時の初期費用の軽減 
• バックアップやバージョンアップに伴う作業負担の軽減 
• セキュリティ対策の向上 
• ハードへの依存が低く、トラブル時の復旧が迅速 

 （東日本大震災において、被災ユーザーの早期復旧を支援） 
 

当社のメリット (売上の安定化と業務の効率化) 
 

• 永続取引による売上の安定 
• 保守工数の削減による採算性の向上 
• 契約の自動更新による営業工数の削減 
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業 績 概 要 
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（金額単位：百万円，百万円未満切捨て） 

H24.3期 
2Q実績 

H25.3期 
2Q予想 

(H24.5.11開示) 

H25.3期 
2Q実績 

前年同期比 予想差異 

増減額 増減率 増減額 増減率 

売 上 高 3,456 3,100 3,281 △175 △5.1% 181 5.9% 

営 業 利 益 △524  △ 1,120 △685  △161 ― 434 ― 

経 常 利 益 △562 △ 1,160 △722 △159 ― 437 ― 

四 半 期 純 利 益 △463 △ 870 △657 △193 ― 212 ― 

第2四半期業績は、業績予想を上回ったものの、若干減収減益。 

 業績概要 平成25年3月期第2四半期業績 

 売上高は、福祉情報システム事業において当社ユーザーの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、順調に推移したことから、売上高が予想を上回ったが、前年同期実績
に比べ、若干減収となった。 

 売上原価と販売費および一般管理費においては、福祉情報システムのリニューアルシステムの製品
償却費が増加したものの、コスト削減により、ほぼ前年同期実績となった。 
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 業績概要 事業区分別売上高 

ASPサービス事業は、当社ユーザーのASPサービスへの移行が 
前倒しで進捗し、順調に推移。 

（金額単位：百万円，百万円未満切捨て） 

※ ASPサービスの売上高は、福祉情報システム事業の内数。 

事業区分 
H24.3期2Q実績 H25.3期2Q実績 前年同期比 

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 

福 祉 情 報 シ ス テ ム 事 業 2,992 86.6% 2,782 84.8% △210 △7.0% 

A S P サ ー ビ ス 事 業 * 2,460 71.2% 2,539 77.4% 79 3.2% 

医 療 情 報 シ ス テ ム 事 業 250 7.2% 273 8.3% 23 9.2% 

コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業 5 0.2% 39 1.2% 33 591.4% 

組 込 ソ フ ト ウ エ ア 事 業 208 6.0% 186 5.7% △21 △10.5% 

合        計 3,456 ― 3,281 ― △175 △5.1% 
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 業績概要 経常利益の変動要因 

△562 △722 

△175 

△20 +34 

販売費および 
一般管理費 

売上原価 

経常利益の変動要因 

H24.3期2Q 
経常利益 

H25.3期2Q 
経常利益 

売上高 

（金額単位：百万円,百万円未満切捨て） 

営業外損益 

+1 
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業 績 予 想 



13 Copyright (c) 2012 WISEMAN CO.,LTD. All rights reserved 

平成25年3月期は、リニューアルシステムに対応する製品償却費の
一時的増加などにより、減収減益を予想。 

H24.3期 

通期実績 

H25.3期 

通期予想 

前期比 

増減額 増減率 

売 上 高 8,390 7,510 △880 △10.5% 

営 業 利 益 △128  △1,240 △1,111 ― 

経 常 利 益 △190 △1,320 △1,129 ― 

当 期 純 利 益 △528 △1,110 △581 ― 

（金額単位：百万円、百万円未満切捨て） 

 業績予想 平成25年3月期業績予想 

通期業績予想は、第２四半期業績は当初予想を上回って推移しているものの、今後の市場状況の 
変化などを考慮し、概ね当初予想とおりの業績となる見込み。 
 

 売上高は、介護保険法改正に伴う買い替え需要の狭間にあたり、減収。 

 利益面では、売上高の減少に加え、 

• 福祉情報システムの製品償却費の一時的増加（今期をピークに減少の見込み） 

• 医療情報システムメーカー向けOEM製品開発の先行投資 

により、減益。 
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4,661  4,990  5,237  
5,709  

7,068  

5,730  

737  

799  
742  

611  

753  
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105  

215  155  
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155  

130  

228  
379  

306  

412  

550  

0

4,000

8,000

H20.3期 H21.3期 H22.3期 H23.3期 H24.3期 H25.3期予想 

組込ソフトウエア事業 
コンサルティング事業 
医療情報システム事業 
福祉情報システム事業 

(金額単位：百万円，百万円未満切捨て） 

事業区分別売上高の推移 

5,704 5,250 

3,312 ASPサービス 

 業績予想 事業区分別売上高の推移 

売上高 

4,608 

2,744 
2,010 

3,312 

△1,338 

＋346 

△25 

＋137 

△454 

8,390 

6,233 6,515 
6,703 

7,510 

5,504 
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市 場 動 向 
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 市場動向 福祉情報システム事業 

介護保険制度改正により、請求事務などが変更され、 

システム買い替え需要が増加。その狭間では反動が発生。 

法制度改正に伴う需要の変動 

事業所全体では増加が見られるものの、新規開設事業所
の減少に伴い、獲得競争が激化。 

新規事業所の獲得競争が激化 

出所 ： WAMNET 「介護サービス施設・事業所調査結果」（厚生労働省） 

市場は安定成長期を迎え、新規事業者の獲得競争が激化。 

H23年度 H37年度 

利用者数 426万人 641万人（1.5倍） 

在宅介護 304万人分 449万人分（1.5倍） 

居住系サービス 31万人分 61万人分（2.0倍） 

介護施設 92万人分 131万人分（1.4倍） 

介護職員 140万人 232 ～ 244万人 

訪問看護 29万人分 49万人分 

出所:厚生労働省 「社会保障改革で目指す将来像」(H23.12.５） 

高齢化に伴い、介護市場は継続的に成長 

23.3% 

30.3% 

0%

20%

40%

H23年 H37年 

高齢化率 高齢化率の推移 

H20
年度 

H21
年度 
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年度 
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年度 

H24
年度 

H25
年度 

H26
年度 

H27
年度 

H24.4  
法改正 

H21.4  
介護報酬改定 

H27.4  
法改正予定 

買い替え需要 

事業所数 増減率 
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0

50,000

100,000

150,000

H16.3 H17.3 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3

居宅系事業所 介護保険施設 

居宅系事業所増減率 介護保険施設増減率 

出所：国立社会保障・人口問題 
研究所「日本の将来推計人口」 
（H24年1月推計） 

主な介護サービスの拡充 
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出所：JAHIS・月刊新医療共同調査から当社集計（H23年） 

 市場動向 医療情報システム事業 

電子カルテ関連システムの新規導入は緩やかに増加。 

オーダリング 電子カルテ 

400床以上 70% 45% 

200床以上 42% 21% 

20床以上 16% 8% 

診療所 ― 10% 

出所：JAHIS・月刊新医療共同調査から当社集計（H23年） 

オーダリングシステム・電子カルテシステムの導入割合 
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病院のオーダリングシステム・ 
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中規模病院 
(200床以上) 
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 市場動向 政策の状況 

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度以降 

 「どこでもＭＹ病院」構想の実現 
 個人が医療・健康情報を電子的に管理・活用 
 

シームレスな地域連携医療の実現 
地域医療支援病院を中心とし、生活習慣病 
などの地域連携クリティカルパスや医療から 
介護まで健康に関わる施設間でのシームレス
なデータ共用を可能にする体制を構築  

今後の政策の具体化により、医療情報の電子化および医療・介護の
情報連携が進み、市場拡大につながると予想される。 

出所：IT戦略本部「新たな情報通信技術戦略  
工程表 改訂版」から抜粋 介護保険法改正  (H24年 4月) 

「地域包括ケアシステムの確立」の方向性が示され、医療と介護の連携強化とし、
24時間対応の定期巡回・随時対応訪問介護看護や複合型サービスを創設 

在宅における医療と介護で共有すべき情報の検討 

実現に向けた検討 

医療情報化促進事業(実証実験) 
 

段階的に実現 

H26年度以降、本格化 

 医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業育成と雇用の創出、新市場約50兆円、新規雇用284万人。   
 (平成32 (2020)年までの目標) 
 うち、健康関連サービス産業：市場規模25兆円、新規雇用80万人 

日本再生戦略  (H24年7月) - ライフ成長戦略 - 

新たな情報通信技術戦略  (H24年7月改訂) 
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事 業 戦 略 
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● リニューアルシステムの商品力強化 

● ASPサービスの商品力向上 

● 顧客サービスの質的向上 

ASPサービス事業を軸に、福祉情報システム市場において 
リーディングカンパニーとしてのポジションを維持・強化する。  

 顧客満足度の向上 

 業績基盤の安定化 

 販売チャネルの拡大 

● ASPサービスへの移行と新規顧客の獲得の推進 

● 販売パートナーとの連携強化 (協業体制の強化) 

 

 事業戦略 福祉情報システム事業 
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介護・福祉事業者所向け介護システムをリニューアル。 

基本機能の強化と、画面・操作性の統一で、 
使い勝手を向上。利用者ケアを支援する機能 
を追加。 

 

商品力を強化し、顧客満足度を高めるとともに、システムの拡販を
図る。 

【 主な特長 】 

 ＡＳＰサービスのユーザー間でデータ交換 

 システム間の情報共有を大幅に拡張 

 ケア記録を法人内で共有 

 ヘルプボタンですぐに問題解決 

ワイズマンシステムSP 

 事業戦略 福祉情報システム事業（リニューアルシステム） 
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契約数 

売上高 

契約数 

11,013 

ASPサービス事業を軸にした 
事業の拡大 

当社ユーザーを中心とした、 
ASPサービスへの移行の推進 

 事業戦略 福祉情報システム事業（ASPサービス事業） 

ASPサービスへの移行は順調に推移。リニューアルシステムの商品力
強化とともにASPサービスを軸にした更なる事業の拡大を図る。 

売上高 

（百万円） ASPサービスの売上高と契約数の推移 

※ 契約数は、ひとつの施設に複数のサービス事業所が含まれる場合があるため、サービス事業所数とは異なります。 

2,539 
H25.3期2Q 
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 事業戦略 医療情報システム事業 

電子カルテ関連システムおよびOEM製品の販売を中心に、 
将来における事業規模拡大に向けて、業績基盤を確立する。  

● 電子カルテ関連システムの商品力強化 

• 福祉情報システムとの情報連携強化 

● OEM製品の商品力強化 

 商品力の強化 

 営業体制の強化 

● 営業体制の効率化とマネジメント強化 

● 販売パートナーとの連携強化 

● ユーザーとの協力関係の強化 

 サポート体制の強化 

● 電子カルテ導入体制の強化と効率化 
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医療機関の電子カルテへの慎重なIT投資により、緩やかに増加。 
業績基盤の確立に向け、電子カルテ関連システムの拡販を進める。 

 事業戦略 医療情報システム事業 

47 

73 

93 
101 

113 114 

0

100

200

H20.3期 H21.3期 H22.3期 H23.3期 H24.3期 H25.3期2Q 

ユーザー数 オーダリング・電子カルテシステムのユーザー数の推移 

今後の政策の具体化により、 
医療情報の電子化が進展 

市場で求められていく医療・介護 
連携に対応した商品力強化により、 
電子カルテ関連システムを拡販 
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電子カルテシステムERに介護施設との情報連携支援機能MC.netを実装。 
施設間の連携を円滑にし、診療とケアさらに経営を支援。 

【 主な特長 】 

 患者の基本情報の共有化 

 診療・ケア記録の共有化 

 円滑な情報提供 

 法人全体の動向の一元化 

 Web ブラウザによる情報表示 

医療と介護の情報連携機能 

 事業戦略 医療情報システム事業 

医療と介護のシームレスな情報連携により、システムの付加価値を
高め、医療機関への拡販を進める。 
介護システムのリーディングカンパニーだから実現できるソリューション創出 
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メディプラス 

パートナー企業群 

WISEMAN B社 

自社ブランド 自社ブランド 自社ブランド 

A社 

病院・診療所 

【OEMビジネスのフロー】 

OEM製品 

 事業戦略 医療情報システム事業 （OEMビジネス） 

医療情報システム市場では、 

メーカーの経営環境は厳しい！ 

商品競争力の高いOEM製品を提供することで 

メーカーの開発費負担の軽減 
パートナーと共に成長する事業モデルの確立 
 

を目指す。 

OEMビジネス 

ＯＥＭ製品拡販のため、パートナー企業の獲得・拡大を進める。 

 医療情報の電子化などの施策により 
多くの医療情報システムメーカーが市場
に参入し、競争が激化。 

 診療報酬をはじめとする法改正も頻繁に 
行われるため開発費負担が増大。 
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中長期イメージ 
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 中長期イメージ 利益改善シナリオ 

売上の拡大とともに、一時的な製品償却費負担の解消とコスト低減 
により、黒字化を見込む。 

売上高 コスト 

経常損失 
1,320百万円 

7,510 
百万円 

H25.3期予想 
売上高 コスト 

利益改善イメージ 

利益 

a. 製品償却費    H25.3期     1,830百万円 
            利益改善後    700～800百万円 

b. その他コスト（ASP設備費・運用コスト、販売費および一般管理費など）  

ワイズマン単体での製品償却費 

ａ 

b 
 

b 
 

ａ 
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5,000

10,000

H16.3期 H17.3期 H18.3期 H19.3期 H20.3期 H21.3期 H22.3期 H23.3期 H24.3期 H25.3期 将来像 

売上高 

経常利益 

 中長期イメージ 

売上高 

(百万円） 

経常利益 

(百万円） 

ASPサービス事業を軸にした事業の拡大 
医療情報システム事業の業績基盤の確立・拡大 

組込ソフトウエア事業の拡大 

福祉情報システム事業において、安定した業績基盤の確立を進める
とともに、医療情報システム事業および組込ソフトウエア事業を 

含めた総合力強化と業績の向上を図る。 
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会社名 株式会社ワイズマン 

所在地 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目11番1号 

代表者 代表取締役社長 湯澤 一美 

設   立 1983（昭和58）年6月 

資本金 9億9,222万円 

事業内容 ・福祉・医療分野のコンピュータシステムの企画･開発および販売・サポート 
 ・地方自治体の各種調査・事業計画策定のコンサルティング 
 ・デバイス制御プログラム開発・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および販売 

売上高 連結 8,390百万円 単体 7,943百万円 （平成24年3月期） 

従業員数 連結 426名 単体 364名  （平成24年3月末現在） 

上場市場 大阪証券取引所 JASDAQスタンダード（証券コード3752） 

関連会社 3社 株式会社ワイズマンコンサルティング （岩手県盛岡市） 
     ハートランド・データ株式会社 （栃木県足利市） 
               株式会社メディプラス （岩手県盛岡市） 

 参考資料 株式会社ワイズマンの概要 
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 免責事項 

 本資料は、平成24年12月4日現在の各種データをもとに作成しております。 
本資料に記載した内容などは資料作成時点における当社の判断であり、その 
情報の正確性・完全性を保障し、または、約束するものではありません。 

 あくまでも当社事業に対するご理解を促進していただくために作成したもので 

あり、投資などの参考資料としては作成しておりませんことをご理解くださいます
ようお願い申しあげます。 

 今後予告なしに変更される可能性があり得る点をご了承ください。 
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