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1.  平成24年4月期第1四半期の業績（平成23年5月1日～平成23年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第1四半期 1,775 56.5 388 461.9 387 506.2 226 530.1
23年4月期第1四半期 1,134 △31.2 69 △66.7 63 △69.7 35 △70.8

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4月期第1四半期 42.43 ―
23年4月期第1四半期 6.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年4月期第1四半期 8,694 7,304 84.0 1,368.75
23年4月期 9,502 7,346 77.3 1,376.63
（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  7,304百万円 23年4月期  7,346百万円

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4月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
24年4月期 ―
24年4月期（予想） 0.00 ― 50.00 50.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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  ：  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

第2四半期(累計) 4,087 44.7 873 96.3 876 100.2 520 104.8 97.57
通期 9,665 26.9 2,521 89.7 2,527 85.8 1,501 88.4 281.32



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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4月期1Q 5,488,000 株 23年4月期 5,488,000 株
② 期末自己株式数 24年4月期1Q 151,168 株 23年4月期 151,168 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 5,336,832 株 23年4月期1Q 5,336,902 株

※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報告書の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
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは完了しております。 

※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
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 平成23年8月１日開催の取締役会において、平成23年10月25日開催予定の臨時株主総会で「定款の一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期
（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更を行うことを決議いたしました。詳細につきましては、【添付資料】P．2「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の甚大な被害による厳

しい状況が続き、電力供給不足や生産活動の減少、放射能汚染など様々な影響を受けたことから、依然として先行

きが不透明な状況となりました。 

 このような状況において、医療業界におきましては、被害発生地域の医療インフラの復旧はもとより、被災地以

外でも地域医療連携や情報の共有をすすめるなど、様々な課題に対する取り組みがおこなわれています。当社とい

たしましては医療情報システムを通じて、医療インフラ等の復旧に貢献してまいります。 

 当社は、医療の効率化や品質向上に不可欠な統合系医療情報システムである、電子カルテシステムの開発・販売

を中心に事業を展開し、受注を獲得してきました。顧客病院との堅固な関係性が強みであり、顧客満足度の向上を

目指して今後も真摯な取り組みを続けてまいります。 

 医療業界のシステム投資意欲の低調状態は長期化し、市場における有力ベンダー数社の競争は激しさを増してお

ります。その中で、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、利益面におきましては営業利益 百万円

（同 ％増）、経常利益 百万円（同 ％増）、四半期純利益 百万円（同 ％増）となりました。

なお、セグメントの業績につきましては、当社は、医療情報システム事業の単一セグメントであるため、上述と同

様となります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金 百万円の減少、たな卸資産 百万円の増加、及び売上債権 百万円の

減少によるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円となり

ました。主な要因は、仕入債務 百万円の減少、及び未払法人税等 百万円の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産につきましては、前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円とな

りました。主な要因は、四半期純利益 百万円及び第42期利益剰余金の配当金 百万円によるものであります。

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年４月期の業績予想につきましては、平成23年６月10日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

 平成23年８月１日開催の取締役会において、平成23年10月25日開催予定の臨時株主総会で「定款の一部変更の

件」が承認されることを条件として、決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更を行うことを決議いた

しました。 

 詳細につきましては、平成23年８月１日開示済みの「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更に関

するお知らせ」及び 「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

（１）四半期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。  

  

（２）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。  

  

 該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,494,079 3,428,084

受取手形及び売掛金 2,078,901 1,075,769

商品 111,319 237,135

仕掛品 250,374 398,038

その他 96,408 111,029

貸倒引当金 △8,128 △7,121

流動資産合計 6,022,955 5,242,935

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※  1,263,639 ※  1,239,269

構築物（純額） 19,323 18,868

工具、器具及び備品（純額） 95,340 87,976

土地 1,629,652 1,629,652

有形固定資産合計 3,007,956 2,975,766

無形固定資産 9,325 8,775

投資その他の資産   

投資有価証券 292,612 286,921

関係会社株式 20,000 20,000

その他 149,249 159,746

投資その他の資産合計 461,862 466,667

固定資産合計 3,479,143 3,451,210

資産合計 9,502,099 8,694,145

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,095,470 399,324

未払法人税等 416,754 153,944

前受金 414,634 508,462

その他 228,380 327,630

流動負債合計 2,155,239 1,389,362

負債合計 2,155,239 1,389,362

純資産の部   

株主資本   

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,010,800 1,010,800

利益剰余金 5,643,900 5,603,488

自己株式 △162,180 △162,180

株主資本合計 7,339,920 7,299,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,938 5,274

評価・換算差額等合計 6,938 5,274

純資産合計 7,346,859 7,304,783

負債純資産合計 9,502,099 8,694,145



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成22年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成23年７月31日) 

売上高 1,134,353 1,775,482

売上原価 833,171 1,181,747

売上総利益 301,182 593,735

販売費及び一般管理費 232,093 205,544

営業利益 69,089 388,190

営業外収益   

受取利息 1,042 1,305

受取配当金 533 46

その他 1,747 1,186

営業外収益合計 3,323 2,538

営業外費用   

支払利息 118 －

投資有価証券評価損 8,310 2,890

営業外費用合計 8,428 2,890

経常利益 63,984 387,839

特別利益   

貸倒引当金戻入額 228 －

特別利益合計 228 －

税引前四半期純利益 64,212 387,839

法人税、住民税及び事業税 1,564 150,599

法人税等調整額 26,713 10,809

法人税等合計 28,277 161,409

四半期純利益 35,934 226,429



 該当事項はありません。  

  

  

 当社は、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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象



 当社は、医療情報システム事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況を種類に拠って記載して

おります。 

  

（１）ハードウェア仕入実績 

       ハードウェアの仕入実績を示すと、次のとおりであります。   

（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 

       受注実績を種類別に示すと、次のとおりであります。  

（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 

       販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。 

（注）   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

５．補足情報

種類 
当第１四半期会計期間 

（自 平成23年５月１日 
至 平成23年７月31日） 

  
     前年同四半期比（％）  

  

ハードウェア（千円）  576,241  457.5

合計（千円）  576,241  457.5

 種類 

  
受注高 

  

  
受注残高 

  

当第１四半期会計期間 
（自 平成23年５月１日 
至 平成23年７月31日） 

前年同四半期比

（％）  

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成23年５月１日 
至 平成23年７月31日） 

  

前年同四半期比

（％）  

ソフトウェア（千円）  718,025  52.7  2,275,248  125.1

ハードウェア（千円）  388,054  33.3  547,790  42.6

合計（千円）  1,106,079  43.7  2,823,038  91.0

種類 
当第１四半期会計期間 

（自 平成23年５月１日 
至 平成23年７月31日） 

  
  前年同四半期比（％）  

  

ソフトウェア（千円）  739,233  146.8

ハードウェア（千円）  495,718  328.0

保守サービス（千円）  540,530  112.7

合計（千円）  1,775,482  156.5
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