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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、３億38百万円（前年同期比13.7％増）

となりました。 

損益面におきましては、研究開発費の増加や販売体制強化に伴う人件費の増加などにより販売費及び

一般管理費が増加したものの、医療関連情報サービス事業のうち保険者向け情報サービスにおいて前年

同期に比して利益率の高いサービスの売上が増加したため原価率が改善し、営業損失は１億32百万円(前

年同期は１億52百万円の営業損失)、経常損失は１億29百万円(前年同期は１億49百万円の経常損失)とな

りました。また、四半期純損失は繰延税金資産の増加額が前年同期より縮小したため１億29百万円(前年

同期は１億34百万円の四半期純損失)と、前年同期に比して５百万円の損失額縮小に留まりました。 

   

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 医療関連情報サービス事業 

当第１四半期連結累計期間における医療関連情報サービス事業の売上高は、１億66百万円(前年同期

比5.9％増)となり、セグメント損失は縮小し37百万円（前年同期は41百万円のセグメント損失）とな

りました。 

 

 保険者向け情報サービスの売上高は、前期に引き続き国民健康保険向けの受注が増加し、１億50百

万円(前年同期比26.2％増)となりました。 

 このうち、国民健康保険向けは、東日本地域を中心に受注が拡大し、主に北海道や首都圏で新規保

険者獲得や提供サービスの追加などにより売上を伸ばしました。また、西日本地域においても近畿圏

や九州での新規受注の拡大により順調に売上を伸ばしております。 

 一方で、被用者保険向けは、従来から提供しているジェネリック通知サービスの需要は減少傾向に

あるものの、レセプトと健診等のデータを活用した保健事業「データヘルス」関連の売上が増加して

おり、当第１四半期連結累計期間においてもジェネリック通知サービスの減少分を新規に受注した「デ

ータヘルス」関連の売上増加分が補い、被用者保険向け全体では売上高が増加しております。  

当社は、紙レセプト時代からレセプトを活用した保健事業のためのシステムを開発し提供してきた

技術的アドバンテージと、広島県呉市を始めとする「データヘルス」に適合したサービスの提供実績

をもとに、積極的な拡販を行っており今後も大幅な売上高増加を目指しています。 

 

 その他の医療関連情報サービスは、データベースの提供および保守料や医療関連の受託開発などで

あり、当第１四半期連結累計期間の売上高は16百万円（前年同期比57.4％減）となりました。 

 

② 医療関連パッケージシステム事業 

当第１四半期連結累計期間における医療関連パッケージシステム事業の売上高は、１億71百万円(前

年同期比22.6％増)となり、セグメント損失は縮小し29百万円（前年同期は49百万円のセグメント損失）

となりました。 

 保険薬局向けシステムにおいては、前年の下半期に新商品の地域別対応が主要な地域で完了し、当

期は期首から全地域での販売を開始しております。４月は薬価改定の影響で他の月と比較して販売数

が少なかったものの、売上高は順調に回復しており１億25百万円（前年同期比37.4％増）となりまし
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た。 

 病院向けシステムにおいては、前期に従来より大幅に増加した水準をほぼ維持し、売上高は43百万

円(前年同期比5.8％減)となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前期末に比べて３億 23 百万円減少し、13 億 48 百万円となりました。 

 (資産) 

当第１四半期末の流動資産の残高は、前期末の売掛金の回収により売掛金が５億 89 百万円減少しまし

たが、買掛金の支払いおよび納税などにより現金及び預金は２億 58 百万円の増加にとどまり、前期末に

比べて３億 14 百万円減少しました。 

また、固定資産に大きな増減はありません。 

この結果、当第１四半期末の資産合計は、前期末に比べて３億 23 百万円減少し、13 億 48 百万円とな

りました。 

(負債) 

当第１四半期末の流動負債の残高は、買掛金の支払いによる減少１億 26 百万円や短期借入金の返済に

よる減少 20 百万円、その他に含まれる未払消費税等の納付による減少などにより前期末に比べて１億

88 百万円減少しました。 

また、固定負債は、長期借入金やリース債務の返済などにより、前期末に比べて６百万円減少しまし

た。 

この結果、当第１四半期末の負債合計は、前期末に比べて１億 95 百万円減少し、６億 23 百万円とな

りました。 

(純資産) 

当第１四半期末の純資産の残高は、四半期純損失１億 29 百万円により利益剰余金が減少し、７億 24

百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 26 年５月９日付「平成 26 年３月期決算短信」で公表いたしました平成 27 年３月期の通期の連結

業績予想に変更はありません。 

国の方針によりレセプト(診療報酬明細書および調剤報酬明細書)および健康診査データに基づく保健

事業をＰＤＣＡサイクルに則って運用するデータヘルスが推進され、保険者に本年度はＰｌａｎにあた

るデータヘルス計画が義務付けられています。 

当期は、従来のサービスとシステム販売の増加に加え、新たにデータヘルス計画を、ジェネリック通

知サービスが中心であった健康保険組合から１割強にあたる 150 保険者、既に同様のサービスを提供し

ている国民健康保険からも 40 保険者から追加の受注を目指し、売上高 26 億 30 百万円、営業利益 50 百

万円、経常利益 50 百万円、当期純利益 48 百万円を見込んでおります。 
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２．サマリー情報 （注記事項） 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 

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 
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(３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

   

 （継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

  該当事項はありません。 
 

（セグメント情報等） 

 【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30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） 

  

  
  

報告セグメント 
 

合計  
  

調整額 

(注)１ 
  

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 
  

医療関連 

情報サービス 

事業 

医療関連 

パッケージ 

システム 

事業 
 

売上高 

外部顧客への売上高 157,630 139,610 297,239 － 297,239

セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
－ － － － －

計 157,630 139,610 297,239 － 297,239

セグメント損失(△) △41,994 △49,138 △91,132 △61,830 △152,963

   （注）１．セグメント損失の調整額△61,830千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

      ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

   該当事項はありません。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

 

  （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日  至 平成26年６月30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) 

  

  
  

報告セグメント 
 

合計  
  

調整額 

(注)１ 
  

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 
  

医療関連 

情報サービス 

事業 

医療関連 

パッケージ 

システム 

事業 
 

売上高 

外部顧客への売上高 166,968 171,136 338,103 － 338,103

セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
－ － － － －

計 166,968 171,136 338,103 － 338,103

セグメント損失(△) △37,299 △29,052 △66,352 △66,588 △132,939

     （注）１．セグメント損失の調整額△66,588千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

      ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

   該当事項はありません。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

 

  （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。 
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４．補足情報 

 販売の状況 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をサービス・製品の区分ごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 

販売高

(千円)

構成比

(％)

販売高

(千円)

構成比

(％)

金額

(千円)

増減率

(％)

119,426 40.2 150,692 44.6 31,266 26.2

38,204 12.8 16,275 4.8 △21,928 △ 57.4

157,630 53.0 166,968 49.4 9,338 5.9

91,264 30.7 125,387 37.1 34,124 37.4

46,311 15.6 43,636 12.9 △2,675 △ 5.8

2,035 0.7 2,112 0.6 77 3.8

139,610 47.0 171,136 50.6 31,526 22.6

297,239 100.0 338,103 100.0 40,864 13.7

（注）記載金額は、千円未満を四捨五入して記載しております。

 医療関連パッケージシステム

合計

 その他

 医療関連情報サービス

 保険薬局向けシステム

 病院向けシステム

 その他

 保険者向け情報サービス

（サービス・製品別売上高）

サービス・製品の名称

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

増　減
自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日

至　平成26年６月30日
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