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1. 2021年10月期第3四半期の連結業績（2020年11月1日～2021年7月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年10月期第3四半期 17,666 ― 3,023 ― 3,075 ― 2,126 ―

2020年10月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 2021年10月期第3四半期　　2,169百万円 （―％） 2020年10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

2021年10月期第3四半期 391.30 ―

2020年10月期第3四半期 ― ―

※2020年10月期連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、2020年10月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年10月期第3四半期 30,157 24,934 82.7

2020年10月期 27,374 23,228 84.9

（参考）自己資本 2021年10月期第3四半期 24,934百万円 2020年10月期 23,228百万円

2. 配当の状況

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

2020年10月期 ― 0.00 ― 85.00 85.00

2021年10月期 ― 0.00 ―

2021年10月期（予想） 95.00 95.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年10月期の連結業績予想（2020年11月 1日～2021年10月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 24,305 18.6 4,187 24.9 4,226 24.1 2,931 24.9 539.04

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※2020年10月期は、連結子会社の株式のみなし取得日を連結会計年度の末日としているため、連結子会社の業績は含まれておりません。
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※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年10月期3Q 5,488,000 株 2020年10月期 5,488,000 株

② 期末自己株式数 2021年10月期3Q 54,002 株 2020年10月期 51,590 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年10月期3Q 5,435,351 株 2020年10月期3Q 5,438,547 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいており、リスクや不確実性を含んでいます。実際
の業績等は、様々な要素によりこれら業績見通し等とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績等に影響を与え得る重要な要素には、
当社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向などが含まれます。ただし、業績等に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。なお、当社グループは、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前年四半期連結累計期間と

の比較分析は行っておりません。ただし、経営成績に関する分析につきましては、参考として、当第３四半期連結

累計期間と、前年同四半期累計期間における当社単独業績との比較を記載しております。

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として先行き不

透明な状況が続いております。

当社グループが属する医療業界におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は大きく、医療機関・医

療従事者へ大きな負荷がかかっております。

そのような中、今年４月には３年に一度の介護報酬改定が実施され、科学的介護情報システム「ＬＩＦＥ」の導

入に見られる介護データのより積極的な活用、「デジタル庁」の創設、今後予定されている「オンライン資格確

認」の本格運用をはじめ、政策としてもデジタル化が推進されており、医療機関においては、ＩＣＴ、ＡＩやビッ

グデータ等を活用した新しい診療の在り方が模索されております。

一方で、大規模病院においては医療情報システムの導入が概ね進む中、中小規模病院での普及率は依然として低

く、また、既に医療情報システムを導入している医療機関等でのリプレイス市場も見込まれており、引き続き医療

情報システム市場における有力ベンダー数社間の競争は激しさを増しております。

このような事業環境の下、当社グループは電子カルテシステムをはじめとする医療情報システムの開発・販売・

導入・保守を中心に事業展開し、顧客満足度の向上に努めてまいります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の案件において稼働の延期も出ておりますが、医療機関に

おける投資マインドは落ち込みを見せておらず、現時点において影響は軽微であります。

この結果、売上高は17,666百万円（前年同期比16.1％増）、利益面におきましては営業利益3,023百万円（同25.7

％増）、経常利益3,075百万円（同25.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,126百万円（同25.8％増）と

なりました。なお、セグメントの業績につきましては、当社グループ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。

（２）財政状態に関する説明

資産・負債及び純資産の状況

(資産)

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,782百万円増加し、30,157百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金869百万円の増加、受取手形及び売掛金650百万円の減少、たな卸資産764百万円

の増加、有形固定資産1,924百万円の増加、投資その他の資産に含まれる長期前払費用115百万円の減少及び投資有

価証券57百万円の増加によるものであります。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して1,075百万円増加し、5,222百万円となりま

した。主な要因は、支払手形及び買掛金97百万円の増加、短期借入金70百万円の減少、流動負債「その他」に含ま

れる未払金1,037百万円の増加、未払消費税等110百万円の減少、及び前受金94百万円の増加によるものでありま

す。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較し1,706百万円増加し、24,934百万円となりま

した。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益2,126百万円、第52期利益剰余金の配当462百万円によるも

のであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績につきましては、概ね当初予定通りに推移しており、2020年12月11日に公表いたしました通期の連結業績予

想から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,497,163 7,366,563

受取手形及び売掛金 3,111,971 2,461,777

商品及び製品 537,137 1,229,237

仕掛品 440,076 512,890

その他 300,375 261,229

貸倒引当金 △3,087 △2,417

流動資産合計 10,883,637 11,829,281

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,598,990 2,492,194

機械及び装置（純額） 1,370 1,249

工具、器具及び備品（純額） 164,225 195,265

土地 11,573,634 11,616,534

建設仮勘定 1,176,000 3,133,100

有形固定資産合計 15,514,220 17,438,344

無形固定資産 30,410 25,595

投資その他の資産 946,688 863,858

固定資産合計 16,491,319 18,327,797

資産合計 27,374,957 30,157,078

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,426,279 2,523,621

短期借入金 70,000 -

未払法人税等 483,172 485,654

その他 1,091,448 2,137,797

流動負債合計 4,070,900 5,147,074

固定負債

退職給付に係る負債 75,914 75,127

固定負債合計 75,914 75,127

負債合計 4,146,815 5,222,201
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,916,827 1,916,827

利益剰余金 20,488,461 22,153,198

自己株式 △73,924 △74,332

株主資本合計 23,178,764 24,843,094

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,378 91,782

その他の包括利益累計額合計 49,378 91,782

純資産合計 23,228,142 24,934,877

負債純資産合計 27,374,957 30,157,078
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2020年11月１日
　至 2021年７月31日)

売上高 17,666,484

売上原価 12,882,733

売上総利益 4,783,751

販売費及び一般管理費 1,760,099

営業利益 3,023,651

営業外収益

受取利息 264

受取配当金 38,435

受取事務手数料 7,118

受取賃貸料 6,542

その他 6,530

営業外収益合計 58,891

営業外費用

譲渡制限付株式関連費用 6,886

雑損失 359

営業外費用合計 7,246

経常利益 3,075,296

特別損失

投資有価証券売却損 2,957

特別損失合計 2,957

税金等調整前四半期純利益 3,072,339

法人税、住民税及び事業税 949,121

法人税等調整額 △3,614

法人税等合計 945,506

四半期純利益 2,126,832

非支配株主に帰属する四半期純利益 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,126,832
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2020年11月１日
　至 2021年７月31日)

四半期純利益 2,126,832

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,404

その他の包括利益合計 42,404

四半期包括利益 2,169,237

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,169,237

非支配株主に係る四半期包括利益 -
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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）

当第３四半期連結累計期間（自 2020年11月１日 至 2021年７月31日）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社グループは、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。
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３．その他

当社グループは、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前年四半期連結累計期間との比較分

析は行っておりません。ただし、参考として、当第３四半期連結累計期間と、前年同四半期累計期間における当社

単独業績との比較を記載しております。

（１）ハードウェア仕入実績
当第３四半期連結累計期間のハードウェアの仕入実績について、当社グループ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。

種類

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年７月31日)

仕入高（千円） 前年同期増減率（％）

ハードウェア 6,530,005 22.2

合計 6,530,005 22.2

(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３四半期連結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。

種類

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年７月31日)

受注高（千円）
前年同期増減率

（％）
受注残高（千円）

前年同期増減率
（％）

ソフトウェア 6,405,633 29.0 3,577,205 51.7

ハードウェア 7,450,533 17.2 3,598,795 8.5

その他 947,927 － 310,642 －

合計 14,804,094 30.7 7,486,643 31.9

(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３四半期連結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。

種類

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年７月31日)

販売高（千円） 前年同期増減率（％）

ソフトウェア 5,079,266 7.9

ハードウェア 6,875,420 13.6

保守サービス 4,870,478 9.4

その他 841,318 －

合計 17,666,484 16.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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