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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 363 △11.5 △102 ― △102 ― △68 ―
23年3月期第1四半期 410 74.9 △44 ― △44 ― △21 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △68百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △20百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △19.67 ―
23年3月期第1四半期 △5.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 1,439 984 68.4
23年3月期 1,650 1,114 67.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  984百万円 23年3月期  1,113百万円

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3月期 ― 0.00 ― 17.50 17.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 12.50 12.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 820 5.1 △273 ― △275 ― △170 ― △48.87
通期 2,700 22.5 256 132.7 250 134.9 140 79.9 40.25



(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  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期1Q 3,557,060 株 23年3月期 3,557,060 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 78,778 株 23年3月期 78,778 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,478,282 株 23年3月期1Q 3,557,060 株
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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、３億63百万円（前年同期比11.5％

減）となりました。 

損益面におきましては、当期も売上高が下半期に偏重することが予想され、さらに国民健康保険

からの受注拡大を目指した体制強化により、販売費が増加したことなどで、営業損失１億２百万円

(前年同期は44百万円の営業損失)、経常損失は１億２百万円(前年同期は44百万円の経常損失)、四

半期純損失は68百万円(前年同期は21百万円の四半期純損失)となりました。 

   

サービス・製品別の売上高の状況は、次のとおりであります。 

① 医療関連情報事業 

当第１四半期連結累計期間における医療関連情報事業の売上高は、３億58百万円(前年同期比

11.7％減)となりました。この内訳は次の通りです。 

 

ａ 医療関連情報サービス 

 保険者向け情報サービスの主力であるジェネリック医薬品通知サービスの受注状況は、全国

健康保険協会（協会けんぽ）が継続するほか、国民健康保険からの新規受注が10件あり順調に

推移しておりますが、新期受注契約の多くは下半期からの売上計上となる予定です。 

また、予想を超えた医療費適正化の成果により健康保険組合とのジェネリック医薬品通知サ

ービスの契約の多くが前期までに成功報酬から定額制へ移行したことと、レセプトの電子化に

ともない契約単価が低下しました。 

これらにより、保険者向け情報サービス売上高は、１億21百万円(前年同期比42.8％減)とな

りました。 

一方、製薬会社向け情報サービスの売上高は、前年同期のようなスポットのサービスが当四

半期には無く、13百万円（前年同期比75.7％減）となりました 

この結果、医療関連情報サービスの売上高は、１億34百万円（前年同期比49.4％減）となり

ました。 

 

ｂ 医療関連情報システム 

ＣＯＳＭＯＳＹＳＴＥＭＳ株式会社の子会社化の効果などで、 保険薬局向けシステムの売上

高は、１億41百万円(前年同期比100.0％増)となり、病院向けシステムの売上高は、55百万円(前

年同期比25.2％増)となりました。 

また、その他の医療関連情報システムの売上高は、医療関連の受託開発が前期並みとなり、

26百万円（前年同期比7.5％増）となりました。 

この結果、医療関連情報システムの売上高は、２億23百万円（前年同期比59.9％増）となり

ました。 

 

② その他 

 その他の売上高は、主に過去に販売しておりました医療関連以外のシステムのリプレースなどで、

４百万円(前年同期比11.3％増)となりました。 
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（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、前連結会計年度末に比べて２億 11 百万円減少し、14 億 39 百万円と

なりました。 

また、当第１四半期末における流動比率は、流動資産の減少により、前連結会計年度末から 4.8

ポイント減少し、241.0％となりました。 

また、純資産が減少したものの、流動負債が大きく減少した結果、自己資本比率は、前連結会計

年度末から 0.9 ポイント改善し、68.4％となりました。 

(資産) 

当第１四半期末の流動資産の残高は、売掛金の回収により売掛金が５億２百万円減少しましたが、

配当金ならびに法人税等の支払いなどにより現金及び預金の増加は２億29百万円の増加にとどまり、

前連結会計年度末に比べて２億２百万円減少しました。 

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、前連結会計年度末に比べて２億 11 百万円減少し、14 億

39 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、短期借入金の減少 90 百万円などにより、前連結会計年度末

に比べて 75 百万円減少しました。 

また、固定負債に大きな増減はありません。 

この結果、当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて 81 百万円減少し、４億 55

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、配当金の支払い 60 百万円および四半期純損失 68 百万円によ

り利益剰余金が１億 29百万円減少したことなどで、前連結会計年度末に比べ１億 29百万円減少し、

９億 84 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 23 年 5 月 10 日に公表いたしました業績予想を修正しております。 
詳細につきましては、平成 23 年８月２日に公表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 
 

 
２．サマリー情報 (その他) 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 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 196,969 426,503 

売掛金 750,629 247,929 

有価証券 － 30,001 

商品 2,123 4,770 

仕掛品 14,314 13,355 

原材料及び貯蔵品 11,905 11,161 

その他 60,392 97,470 

貸倒引当金 △4,849 △1,845 

流動資産合計 1,031,484 829,344 

固定資産   

有形固定資産 186,308 180,139 

無形固定資産   

ソフトウエア 166,966 156,981 

ソフトウエア仮勘定 － 648 

のれん 4,696 4,312 

その他 792 792 

無形固定資産合計 172,454 162,734 

投資その他の資産 260,413 267,429 

固定資産合計 619,175 610,302 

資産合計 1,650,659 1,439,646 

負債の部   

流動負債   

買掛金 78,508 78,710 

短期借入金 100,000 10,000 

1年内返済予定の長期借入金 6,437 6,437 

未払法人税等 25,360 6,572 

賞与引当金 45,324 76,923 

その他 163,979 165,543 

流動負債合計 419,608 344,184 

固定負債   

長期借入金 10,980 9,371 

退職給付引当金 31,073 32,777 

その他 74,562 68,748 

固定負債合計 116,616 110,896 

負債合計 536,224 455,080 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 454,200 454,200 

資本剰余金 154,200 154,200 

利益剰余金 559,793 430,458 

自己株式 △52,485 △52,485 

株主資本合計 1,115,707 986,373 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △103 △388 

為替換算調整勘定 △1,638 △1,876 

その他の包括利益累計額合計 △1,741 △2,265 

少数株主持分 469 458 

純資産合計 1,114,435 984,566 

負債純資産合計 1,650,659 1,439,646 
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 410,491 363,313 

売上原価 280,931 239,424 

売上総利益 129,560 123,889 

販売費及び一般管理費 173,845 226,596 

営業損失（△） △44,285 △102,707 

営業外収益   

受取利息 4 2 

受取配当金 157 159 

助成金収入 330 340 

貸倒引当金戻入額 － 3,004 

雑収入 468 514 

その他 0 － 

営業外収益合計 959 4,018 

営業外費用   

支払利息 859 1,163 

為替差損 448 215 

持分法による投資損失 － 2,568 

その他 103 － 

営業外費用合計 1,410 3,945 

経常損失（△） △44,735 △102,635 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,013 － 

特別利益合計 3,013 － 

特別損失   

固定資産除却損 11 12 

特別損失合計 11 12 

税金等調整前四半期純損失（△） △41,733 △102,647 

法人税、住民税及び事業税 1,352 12,295 

法人税等調整額 △22,194 △46,517 

法人税等合計 △20,842 △34,222 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,892 △68,425 

少数株主利益 178 4 

四半期純損失（△） △21,070 △68,430 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,892 △68,425 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 453 △285 

為替換算調整勘定 △273 △254 

その他の包括利益合計 179 △539 

四半期包括利益 △20,712 △68,965 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,902 △68,954 

少数株主に係る四半期包括利益 190 △11 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
（４）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。 

 
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

(％)

 ジェネリック医薬品通知サービス 209,110 50.9 119,682 32.9 △89,428 △ 42.8

 その他保険者向けサービス 3,477 0.8 1,939 0.5 △1,538 △ 44.2

保険者向け情報サービス 212,587 51.8 121,621 33.5 △90,966 △ 42.8

製薬会社向け情報サービス 53,681 13.1 13,050 3.6 △40,631 △ 75.7

医療関連情報サービス 266,268 64.9 134,671 37.1 △131,597 △ 49.4

保険薬局向けシステム 70,952 17.3 141,901 39.1 70,950 100.0

病院向けシステム 44,196 10.8 55,339 15.2 11,143 25.2

その他 24,890 6.1 26,745 7.4 1,855 7.5

医療関連情報システム 140,038 34.1 223,985 61.7 83,948 59.9

406,306 99.0 358,656 98.7 △47,649 △ 11.7

4,185 1.0 4,657 1.3 472 11.3

410,491 100.0 363,313 100.0 △47,178 △ 11.5

（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。

サービス・製品の名称

前第１四半期 連結累計期間

増　減自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日

当第１四半期 連結累計期間

自　平成23年４月１日

至　平成23年６月30日

　その他

合計

　医療関連情報事業

（サービス・製品別売上高）
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