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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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急拡大による医療提供体制のひ

っ迫が懸念され、加えてウクライナ情勢の影響による資源価格の上昇や中国における新型コロナウイルス感染症が

及ぼすサプライチェーンへの影響等により、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は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、医療機関の役割

分担・連携体制の構築において課題が浮き彫りとなりました。今年４月には診療報酬改定が実施され、政策として

もオンライン診療・服薬指導等を推進するなど、ＩＣＴの活用を通じた効率的・効果的な医療提供体制、診療の在

り方が検討されております。

基幹システムとなる医療情報システムは、中小規模病院での普及率は徐々に増加しているものの、依然として未

導入の施設も多い状態であり、一方で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、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。

2022年６月６日より東京支社が稼働し、今後は関東圏への営業・保守体制の強化を図ってまいります。

当第３四半期連結累計期間におきましては、感染症対策の徹底やリモートでの導入作業等を進めたこともあり、

新型コロナウイルス感染症の業績への影響は軽微であります。

この結果、売上高は18,668百万円（前年同期比5.7％増）、利益面におきましては営業利益3,464百万円（同14.6

％増）、経常利益3,514百万円（同14.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,430百万円（同14.3％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

　 ①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356百万円減少し、31,223百万円となりま

した。主な要因は、現金及び預金2,212百万円の減少、受取手形及び売掛金1,359百万円の減少、有価証券1,000百万

円の増加、棚卸資産60百万円の増加、流動資産「その他」に含まれる未収消費税等206百万円の増加、有形固定資産

2,208百万円の増加、投資その他の資産に含まれる繰延税金資産160百万円の減少及び長期前払費用96百万円の減少

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2,287百万円減少し、3,477百万円となりま

した。主な要因は、支払手形及び買掛金885百万円の減少、短期借入金200百万円の増加、未払法人税等917百万円の

減少、流動負債「その他」に含まれる未払金424百万円の減少、未払消費税等377百万円の減少及び前受金137百万円

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1,930百万円増加し、27,746百万円となりま

した。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益2,430百万円、第53期利益剰余金の配当516百万円によるも

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、2021年12月10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
(2021年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,216,186 5,003,701

受取手形及び売掛金 4,195,482 2,836,300

有価証券 - 1,000,000

商品 1,027,514 1,043,172

仕掛品 404,671 449,609

その他 311,073 498,987

貸倒引当金 △4,139 △2,803

流動資産合計 13,150,790 10,828,967

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,450,710 7,738,889

機械及び装置（純額） 1,208 1,101

工具、器具及び備品（純額） 175,316 228,505

土地 11,616,534 11,616,786

建設仮勘定 3,133,100 330

有形固定資産合計 17,376,870 19,585,612

無形固定資産 23,175 21,566

投資その他の資産 1,029,628 787,485

固定資産合計 18,429,674 20,394,664

資産合計 31,580,465 31,223,632

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,892,115 2,006,195

短期借入金 - 200,000

未払法人税等 1,117,011 199,035

その他 1,682,855 1,000,023

流動負債合計 5,691,981 3,405,254

固定負債

退職給付に係る負債 72,872 72,019

固定負債合計 72,872 72,019

負債合計 5,764,854 3,477,274
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022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 1,921,497

利益剰余金 23,025,264 24,939,911

自己株式 △74,736 △73,947

株主資本合計 25,714,755 27,634,861

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 100,854 111,496

その他の包括利益累計額合計 100,854 111,496

純資産合計 25,815,610 27,746,358

負債純資産合計 31,580,465 31,223,632
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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)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年11月１日
　至 2021年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
　至 2022年７月31日)

売上高 17,666,484 18,668,640

売上原価 12,882,733 13,345,174

売上総利益 4,783,751 5,323,466

販売費及び一般管理費 1,760,099 1,858,888

営業利益 3,023,651 3,464,578

営業外収益

受取利息 264 664

受取配当金 38,435 33,613

受取事務手数料 7,118 7,118

受取賃貸料 6,542 7,946

その他 6,530 9,078

営業外収益合計 58,891 58,421

営業外費用

譲渡制限付株式関連費用 6,886 6,387

雑損失 359 1,836

営業外費用合計 7,246 8,224

経常利益 3,075,296 3,514,775

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 3,514,775

法人税、住民税及び事業税 949,121 927,687

法人税等調整額 △3,614 156,340

法人税等合計 945,506 1,084,028

四半期純利益 2,126,832 2,430,747

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 2,430,747
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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)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年11月１日
　至 2021年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
　至 2022年７月31日)

四半期純利益 2,126,832 2,430,747

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,404 10,642

その他の包括利益合計 42,404 10,642

四半期包括利益 2,169,237 2,441,389

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,169,237 2,441,389

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）

前第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。

当第３四半期連結累計期間（自 2021年11月１日 至 2022年７月31日）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への

影響もありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取り扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載

しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

（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

（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 2021年11月１日
至 2022年７月31日)

仕入高（千円） 前年同期増減率（％）

ハードウェア 5,363,930 △17.9

合計 5,363,930 △17.9

（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 2021年11月１日
至 2022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 5,966,358 △6.9 3,314,086 △7.4

ハードウェア 8,263,074 10.9 5,606,345 55.8

その他 1,044,160 10.2 234,600 △24.5

合計 15,273,593 3.2 9,155,032 22.3

　

（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 2021年11月１日
至 2022年７月31日)

販売高（千円） 前年同期増減率（％）

ソフトウェア 5,686,479 12.0

ハードウェア 6,530,934 △5.0

保守サービス 5,374,620 10.4

その他 1,076,605 28.0

合計 18,668,640 5.7
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