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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 723 △10.3 △231 ― △233 ― △184 ―
24年3月期第2四半期 806 3.4 △143 ― △147 ― △98 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △186百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △99百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △53.05 ―
24年3月期第2四半期 △28.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 1,401 868 62.0
24年3月期 1,748 1,072 61.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  868百万円 24年3月期  1,072百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 2,400 11.8 8 △88.6 5 △91.4 0 △100.0 0.00



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）P.4「2.
サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 3,557,060 株 24年3月期 3,557,060 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 78,808 株 24年3月期 78,808 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,478,252 株 24年3月期2Q 3,478,260 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２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、７億23百万円(前年同期比10.3％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、減収による売上総利

益の減少と連結子会社のコスモシステムズ㈱の九州支店開設などによる販売費及び一般管理費の増

加により営業損失２億31百万円(前年同期は１億43百万円の営業損失)、経常損失は２億33百万円(前

年同期は１億47百万円の経常損失)、四半期純損失は１億84百万円(前年同期は98百万円の四半期純

損失)となりました。 

   

サービス・製品別の売上高の状況は、次の通りであります。 

① 医療関連情報事業 

当第２四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、医療関連情報サービスが国

民健康保険からの受注により増加しましたが、医療関連情報システムが新製品の提供の遅れによ

り減少し、７億17百万円(前年同期比10.0％減)となりました。この内訳は次の通りであります。 

 

ａ 医療関連情報サービス 

 保険者向け情報サービスは、国民健康保険からの受注が前期に体制を強化し販売活動を行っ

た成果で大幅に増加した結果、大手企業の健康保険組合からの受注一巡による減少をカバーし、

保険者向け情報サービスの売上高は、２億81百万円(前年同期比9.2％増)となりました。 

 製薬会社向けのサービスなどの、その他の医療関連情報サービスの売上高は、10百万円(前年

同期比49.3％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、２億92百万円(前年同期比5.0％増)となりまし

た。 

 

ｂ 医療関連情報システム 

保険薬局向けシステムの売上高は、新製品の提供の遅れにより買換需要に対応できないなか、

既存顧客へのオプションの販売強化、九州支店の開設による新規顧客の開拓などを行いました

が、２億53百万円(前年同期比29.7％減)となりました。 

病院向けシステムの売上高は、保険薬局向けシステムの減少をカバーするために、医科向け

の仕入商品の販売に注力し１億41百万円(前年同期比12.2％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、30百万円(前年同期比4.4％減)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、４億25百万円(前年同期比18.0％減)となりま

した。 

 

② その他 

 その他の医療関連情報事業以外の売上高は５百万円(前年同期比35.9％減)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２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億 46 百万円減少し、14 億１百万円とな

りました。 

また、四半期純損失等により純資産が減少しましたが、負債も減少しており自己資本比率は前連

結会計年度末から 0.7 ポイント改善し、62.0％となりました。 

(資産) 

当第２四半期末の流動資産の残高は、前連結会計年度末の売掛金の回収により受取手形及び売掛

金が５億３百万円減少しましたが、短期の資金運用のための有価証券の購入、借入金の返済、買掛

金および法人税等ならびに配当金の支払いなどにより現金及び預金は 45 百万円の増加にとどまり、

前連結会計年度末に比べて３億 15 百万円減少しました。 

また、固定資産の残高は、大きな設備投資などの増加は無く、減価償却等により前連結会計年度

末に比べて 31 百万円減少しました。 

なお、有形固定資産の増加は、本社が所在している土地を所有する協同組合との土地売買予約契

約の実行により、投資その他の資産から 63 百万円を振り替えたものです。 

この結果、当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億 46 百万円減少し、14 億

１百万円となりました。 

(負債) 

当第２四半期末の流動負債の残高は、短期借入金の返済、買掛金ならびに法人税等の支払いなど

により、前連結会計年度末に比べて１億 90 百万円減少しました。 

また、固定負債は、連結子会社のコスモシステムズ㈱が仕入商品の販売の拡大に備えて長期借入

金による資金調達をしたため、前連結会計年度末に比べて 47 百万円増加しました。 

この結果、当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億 43 百万円減少し、５億

32 百万円となりました。 

(純資産) 

当第２四半期末の純資産の残高は、四半期純損失１億 84 百万円および配当金の支払い 17 百万円

により利益剰余金が２億１百万円減少したことなどで、前連結会計年度末に比べ２億３百万円減少

し、８億 68 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 24 年５月 11 日付「平成 24 年３月期決算短信」で公表いたしました平成 25 年３月期の通期

の連結業績予想に変更はありません。 
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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 

    会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

    （減価償却方法の変更） 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成 24 

年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変

更しております。 

  なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期

純損失に与える影響は軽微であります。 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
（５）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２四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、次の通りでありま

す。 

 

販売高

(千円)

構成比

(％)

販売高

(千円)

構成比

(％)

金額

(千円)

増減率

(％)

保険者向け情報サービス 258,226 32.0 281,912 39.0 23,686 9.2

その他 20,100 2.5 10,200 1.4 △9,900 △ 49.3

医療関連情報サービス 278,326 34.5 292,112 40.4 13,786 5.0

保険薬局向けシステム 360,822 44.7 253,488 35.0 △107,334 △ 29.7

病院向けシステム 126,245 15.7 141,602 19.6 15,357 12.2

その他 31,816 3.9 30,405 4.2 △1,411 △ 4.4

医療関連情報システム 518,883 64.3 425,494 58.8 △93,388 △ 18.0

797,208 98.9 717,606 99.2 △79,602 △ 10.0

9,154 1.1 5,865 0.8 △3,288 △ 35.9

806,362 100.0 723,472 100.0 △82,890 △ 10.3

（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２四半期 連結累計期間 当第２四半期 連結累計期間

増　減
自　平成23年４月１日

至　平成23年９月30日

自　平成24年４月１日

至　平成24年９月30日

　医療関連情報事業

　その他

合計

（サービス・製品別売上高）
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