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1.  平成25年10月期第3四半期の業績（平成24年11月1日～平成25年7月31日） 

（注）当社は平成23年10月期より決算期を４月30日から10月31日に変更しているため、平成23年10月期は６ヶ月の変則決算となっております。 
このため、平成24年10月期における対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

25年10月期第3四半期 7,123 △13.8 1,389 △37.7 1,439 △35.7 897 △30.9
24年10月期第3四半期 8,265 ― 2,231 ― 2,238 ― 1,297 ―

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10月期第3四半期 169.68 ―
24年10月期第3四半期 245.03 ―

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

25年10月期第3四半期 10,515 9,351 88.9 1,768.90
24年10月期 10,615 8,757 82.5 1,656.51
（参考） 自己資本   25年10月期第3四半期  9,351百万円 24年10月期  8,757百万円

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10月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
25年10月期 ― 0.00 ―
25年10月期（予想） 60.00 60.00

3. 平成25年10月期の業績予想（平成24年11月 1日～平成25年10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 10,037 △5.2 2,074 △14.5 2,097 △14.0 1,300 △7.0 245.55



(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 

(注)詳細は【添付資料】２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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10月期3Q 5,488,000 株 24年10月期 5,488,000 株
② 期末自己株式数 25年10月期3Q 201,186 株 24年10月期 201,186 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期3Q 5,286,814 株 24年10月期3Q 5,296,856 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間（平成24年11月１日から平成25年７月31日まで)におけるわが国経済は、12月以降の新政

権下での金融政策、経済成長戦略への期待感から円安の進行・株価の上昇等、景気回復への期待感が高まりまし

た。一方で、長期化する欧州債務危機や新興国経済の減速等の影響を受け、企業を取り巻く環境は依然として先行

き不透明な状況で推移しました。  

 医療業界におきましては、平成24年度診療報酬と介護報酬の改定が実施されました。前回に引き続きプラス改定

でありましたが、病院・病床機能の分化、地域連携の強化や在宅医療の充実等を通じて、医療機関は効率的で質の

高い医療の提供を求められております。 

 当社は、医療の効率化や品質向上、地域連携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、東西のエリア担当が各地域へのきめ細かい営業活動を効率的にかつ積極的に行

い、受注を獲得してまいりました。 

 また、当社の強みである営業強化・製品拡充に繋がる既存顧客とのコミュニケーションの一環として、「システ

ム管理者研修」と「フレキシブルパス勉強会」を開催いたしました。「システム管理者研修」は既存顧客のシステ

ム管理者を対象として、システム管理スキルの向上を目的として２月に大阪で、７月には東京で行われました。

「フレキシブルパス勉強会」は、医師・看護師・システム管理者を対象として、クリティカル・パスの推進を目的

とし５月に開催いたしました。 

 医療業界のシステム投資意欲は回復傾向にあるものの、市場における有力企業数社における競争は激しさを増し

ております。その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、利益面におきましては営業利益 百万

円（同 ％減）、経常利益 百万円（同 ％減）、四半期純利益 百万円（同 ％減）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、セグメン

ト別の記載を省略しております。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四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、売上債権 百万円の増加、流動資産「その他」に

含まれる未収還付法人税等 百万円の増加及び有形固定資産 百万円の増加によるものであります。なお、

有形固定資産の増加要因は、「新本社ビル（仮称）」用土地を平成25年１月に取得完了したこと及び平成26年７

月完成予定の「新本社ビル（仮称）」用建物のために設備投資したことであります。 

（負債） 

 当第３四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、流動負債「その他」に含まれる仮受金 百万円の増加、未払法人税等 百万円の減少

及び流動負債「その他」に含まれる未払金 百万円の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四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 百万円増加し、 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44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25年10月期の業績予想につきましては、平成25年８月16日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（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 

（減価償却方法の変更）  

 当社は、法人税法改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年11月１日以降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。 

 この変更による当第３四半期累計期間の損益への影響は軽微であります。    

   

 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



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24年10月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,520,183 2,542,578

売掛金 949,924 1,067,154

商品 151,969 146,377

仕掛品 133,810 244,389

その他 273,540 364,733

貸倒引当金 △7,000 △1,054

流動資産合計 7,022,427 4,364,178

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,125,851 1,063,932

構築物（純額） 17,096 15,896

工具、器具及び備品（純額） 70,408 57,063

土地 1,629,652 3,715,622

建設仮勘定 483,830 1,007,571

有形固定資産合計 3,326,839 5,860,086

無形固定資産 5,415 3,523

投資その他の資産   

投資有価証券 100,024 139,198

関係会社株式 20,000 20,000

その他 140,744 128,590

投資その他の資産合計 260,768 287,788

固定資産合計 3,593,022 6,151,399

資産合計 10,615,450 10,515,578

負債の部   

流動負債   

買掛金 386,980 367,122

未払法人税等 655,934 －

前受金 153,298 301,098

その他 661,551 495,518

流動負債合計 1,857,765 1,163,740

負債合計 1,857,765 1,163,740

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 7,137,542 7,717,386

自己株式 △248,460 △248,460

株主資本合計 8,747,282 9,327,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,402 24,712

評価・換算差額等合計 10,402 24,712

純資産合計 8,757,684 9,351,837

負債純資産合計 10,615,450 10,515,578



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年７月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年11月１日 

 至 平成25年７月31日) 

売上高 8,265,679 7,123,173

売上原価 5,467,326 5,099,010

売上総利益 2,798,353 2,024,163

販売費及び一般管理費 567,042 634,610

営業利益 2,231,310 1,389,552

営業外収益   

受取利息 3,047 1,720

受取配当金 143 20,192

投資有価証券評価益 750 19,260

その他 3,187 10,551

営業外収益合計 7,127 51,724

営業外費用   

その他 262 1,796

営業外費用合計 262 1,796

経常利益 2,238,175 1,439,479

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,729

特別利益合計 － 3,729

特別損失   

固定資産除却損 288 138

特別損失合計 288 138

税引前四半期純利益 2,237,886 1,443,070

法人税、住民税及び事業税 848,667 349,057

法人税等調整額 91,339 196,960

法人税等合計 940,006 546,018

四半期純利益 1,297,879 897,052



 該当事項はありません。   

   

 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。   

  

（１）ハードウェア仕入実績 

 当第３四半期累計期間のハードウェアの仕入実績について、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。 

（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。 

（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。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

５．補足情報

種類 
当第３四半期累計期間 

（自 平成24年11月１日 
至 平成25年７月31日） 

  
     前年同期比（％）  

  

ハードウェア（千円）  2,035,031  78.5

合計（千円）  2,035,031  78.5

 種類 

  
受注高 

  

  
受注残高 

  

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年11月１日 
至 平成25年７月31日） 

前年同期比 

（％）  

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成24年11月１日 
至 平成25年７月31日） 

  

前年同期比 

（％）  

ソフトウェア（千円）  4,231,810  137.9  2,777,304  186.1

ハードウェア（千円）  2,957,095  107.8  1,679,670  301.7

合計（千円）  7,188,905  123.7  4,456,974  217.5

種類 
当第３四半期累計期間 

（自 平成24年11月１日 
至 平成25年７月31日） 

  
  前年同期比（％）  

  

ソフトウェア（千円）  2,763,402  80.3

ハードウェア（千円）  2,344,142  78.3

保守サービス（千円）  2,015,628  110.2

合計（千円）  7,123,173  86.2
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