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1. 平成26年10月期第1四半期の業績（平成25年11月1日～平成26年1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 ％

26年10月期第1四半期 3,792 92.7 1,126 234.2 1,136 222.6 702 225.6
25年10月期第1四半期 1,968 △4.9 336 △41.5 352 △38.8 215 △32.7

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

26年10月期第1四半期 133.41 ―
25年10月期第1四半期 40.80 ―

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

26年10月期第1四半期 12,658 10,159 80.3 1,940.46
25年10月期 11,483 9,940 86.6 1,880.27
（参考）自己資本 26年10月期第1四半期 10,159百万円 25年10月期 9,940百万円

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

25年10月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
26年10月期 ―
26年10月期（予想） 0.00 ― 60.00 60.00

3. 平成26年10月期の業績予想（平成25年11月 1日～平成26年10月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 7,630 38.5 1,830 43.2 1,850 41.1 1,147 41.9 216.95
通期 13,400 32.3 2,350 0.5 2,400 0.3 1,488 0.3 281.45



(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） 

※ 注記事項

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年10月期1Q 5,488,000 株 25年10月期 5,488,000 株
② 期末自己株式数 26年10月期1Q 252,501 株 25年10月期 201,186 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年10月期1Q 5,265,616 株 25年10月期1Q 5,286,814 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。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の金融政策や経済対策への期待感から景気は回復

基調にあるものの、消費税増税に伴う影響への懸念など、企業を取り巻く環境は依然として不透明な状

況で推移しております。 

医療業界におきましては、高齢化により国民医療費が増大傾向にあり、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。 

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が、医療業界のシステム投資意欲

は回復傾向にあります。その結果、売上高は3,792百万円（前年同期比92.7％増）、利益面におきまし

ては営業利益1,126百万円（同234.2％増）、経常利益1,136百万円（同222.6％増）、四半期純利益702

百万円（同225.6％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、記載を省略しております。 

  

（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1,175百万円増加し、

12,658百万円となりました。主な要因は、現金及び預金468百万円の増加、売上債権604百万円の増

加、及びたな卸資産110百万円の増加であります。 

（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956百万円増加し、2,499

百万円となりました。主な要因は、仕入債務678百万円の増加、及び未払法人税等242百万円の増加に

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218百万円増加し、

10,159百万円となりました。主な要因は、四半期純利益702百万円、自己株式の取得168百万円及び第

45期利益剰余金の配当金317百万円によるものであります。 

  

平成26年10月期の業績予想につきましては、平成25年12月13日に発表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

①  資産・負債及び純資産の状況

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年10月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,129,283 2,597,533

売掛金 1,482,525 2,087,150

商品 249,475 332,238

仕掛品 263,060 291,001

その他 219,541 175,718

貸倒引当金 △1,458 △2,068

流動資産合計 4,342,428 5,481,575

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※  1,043,292 ※  1,024,906

構築物（純額） 15,497 15,147

工具、器具及び備品（純額） 51,696 48,244

土地 3,715,622 3,715,622

建設仮勘定 2,014,142 2,064,142

有形固定資産合計 6,840,251 6,868,064

無形固定資産 2,893 2,421

投資その他の資産   

投資有価証券 145,165 155,875

関係会社株式 20,000 20,000

その他 132,346 130,614

投資その他の資産合計 297,511 306,489

固定資産合計 7,140,656 7,176,975

資産合計 11,483,084 12,658,550

負債の部   

流動負債   

買掛金 631,977 1,310,036

未払法人税等 212,166 455,068

前受金 173,697 177,554

その他 524,622 556,593

流動負債合計 1,542,463 2,499,252

負債合計 1,542,463 2,499,252

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 8,303,215 8,688,482

自己株式 △248,460 △417,041

株主資本合計 9,912,954 10,129,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,666 29,656

評価・換算差額等合計 27,666 29,656

純資産合計 9,940,621 10,159,298

負債純資産合計 11,483,084 12,658,550
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（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24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 1,968,065 3,792,911

売上原価 1,438,396 2,456,040

売上総利益 529,668 1,336,870

販売費及び一般管理費 192,715 210,780

営業利益 336,953 1,126,089

営業外収益   

受取利息 814 30

受取配当金 26 －

受取事務手数料 2,835 2,835

投資有価証券評価益 12,030 7,620

その他 110 152

営業外収益合計 15,816 10,637

営業外費用   

その他 459 345

営業外費用合計 459 345

経常利益 352,310 1,136,382

特別損失   

固定資産除却損 138 22

特別損失合計 138 22

税引前四半期純利益 352,171 1,136,359

法人税、住民税及び事業税 1,802 444,364

法人税等調整額 134,642 △10,480

法人税等合計 136,444 433,883

四半期純利益 215,726 702,475
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該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

 当社は、平成25年12月19日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき自己株式を168,520千円を取得し、また単元

未満株式の買取により、自己株式59千円を取得しております。 

 この結果、当第１四半期会計期間末において、自己株式は417,041千円となっております。 
  

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。 
  

当第１四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。 

  

当第１四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。 

  

当第１四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）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成24年11月１日 至 平成25年１月31日）

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成25年11月１日 至 平成26年１月31日）

（セグメント情報等）

５．補足情報

（１）ハードウェア仕入実績

種類
当第１四半期累計期間

(自  平成25年11月１日
至  平成26年１月31日)

前年同期比（％）

ハードウェア（千円） 1,394,680 240.9

合計（千円） 1,394,680 240.9
 

（２）受注実績

種類

受注高 受注残高

当第１四半期累計期間
(自  平成25年11月１日
至  平成26年１月31日)

前年同期比
（％）

当第１四半期累計期間
(自  平成25年11月１日
至  平成26年１月31日)

前年同期比
（％）

ソフトウェア（千円） 834,914 67.5 2,185,101 113.8

ハードウェア（千円） 895,031 93.6 1,604,710 119.8

合計（千円） 1,729,945 78.9 3,789,811 116.3
 

（３）販売実績

種類
当第１四半期累計期間

(自  平成25年11月１日
至  平成26年１月31日)

前年同期比（％）

ソフトウェア（千円） 1,524,809 243.2

ハードウェア（千円） 1,536,364 224.7

保守サービス（千円） 731,737 111.3

合計（千円） 3,792,911 192.7
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