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1.  平成24年10月期第2四半期の業績（平成23年11月1日～平成24年4月30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日に変更しております。これに伴い、平成24年10月期第２四半期(11月から４月)は比較対象となる
平成23年10月期通期(５月から10月)と月度が異なるため、対前年四半期増減率については記載しておりません。 
 また決算期変更に伴い、平成23年10月期は第２四半期決算短信を作成しておりません。このため、平成23年10月期第２四半期累計期間の記載を省略してお
ります。 

(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10月期第2四半期 5,434 ― 1,515 ― 1,520 ― 874 ―
23年10月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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10月期第2四半期 165.03 ―
23年10月期第2四半期 ― ―

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10月期第2四半期 10,248 8,233 80.3 1,557.39
23年10月期 9,062 7,601 83.9 1,424.34
（参考） 自己資本   24年10月期第2四半期  8,233百万円 23年10月期  7,601百万円

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10月期 ― ― ― 30.00 30.00
24年10月期 ― 0.00
24年10月期（予想） ― 60.00 60.00

3.  平成24年10月期の業績予想（平成23年11月1日～平成24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  
(注)平成23年10月期は、決算期変更により６ヶ月の変則決算となっております。これに伴い、平成24年10月期の業績予想の対前期増減率については記載して
おりません。 

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 10,518 ― 2,253 ― 2,262 ― 1,357 ― 254.33



(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)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日に変更しております。これに伴い、平成23年10月期は当第2四半期に対応する累計期間が
存在しないため、期中平均株式数(四半期累計)の記載を省略しております。 

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10月期2Q 5,488,000 株 23年10月期 5,488,000 株
② 期末自己株式数 24年10月期2Q 201,186 株 23年10月期 151,168 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期2Q 5,301,933 株 23年10月期2Q ― 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日に変更しております。これに伴い、平成24年10月期第

２四半期累計期間（平成23年11月１日から平成24年４月30日）に対応する前年同四半期累計期間がないため、経営

成績に関する定性的情報につきましては比較を容易にするため、前年同期（平成22年11月１日から平成23年４月30

日）との比較を参考として記載しております。  

 当第２四半期累計期間（平成23年11月１日から平成24年４月30日)におけるわが国経済は、復興需要の顕在化に

伴い設備投資や個人消費は緩やかな持ち直しの兆しが見られました。しかしながら、欧州金融危機、円高の長期

化、原油などの資材価格の高騰、国内の電力供給問題など、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。 

 市場における有力企業数社の競争は激しさを増しているものの、当社は、企業努力を続け、着実に利益の向上と

顧客満足度の向上に努めてまいりました。第２四半期累計期間に計画していた案件がほぼ順調に稼働した結果を受

けまして、売上高は 百万円（前年同期比 ％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、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２四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 百万円増加し、 百万

円となりました。主な要因は、現金及び預金 百万円の増加、投資有価証券 百万円の減少、及びたな卸資

産 百万円の減少によるものであります。 

（負債） 

 当第２四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 百万円増加し、 百万円とな

りました。主な要因は、仕入債務 百万円の増加、及び前受金 百万円の増加によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四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、自己株式 百万円の増加、四半期純利益 百万円及び第43期利益剰余金の配当金

百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

百万円増加し、 百万円となりました。 

  当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、 百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益 百万円、

売上債権増加額 百万円、仕入債務増加額 百万円、前受金増加額 百万円、法人税等の支払額 百万円に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入 百万

円、定期預金の預入による支出 百万円、及び投資有価証券の償還による収入 百万円によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。これは主に、配当金の支払額 百万円、及び自己

株式取得による支出 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10月期の業績予想につきましては、平成23年12月９日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。     

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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10月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,453,881 4,880,339

受取手形及び売掛金 1,186,640 1,341,168

商品 166,258 114,180

仕掛品 144,897 170,290

その他 197,960 100,561

貸倒引当金 △7,232 △7,389

流動資産合計 5,142,406 6,599,151

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,216,239 1,168,912

構築物（純額） 18,412 17,558

工具、器具及び備品（純額） 86,047 86,558

土地 1,629,652 1,629,652

建設仮勘定 483,000 483,000

有形固定資産合計 3,433,352 3,385,681

無形固定資産 8,435 6,925

投資その他の資産   

投資有価証券 291,801 97,450

関係会社株式 20,000 20,000

その他 166,358 138,919

投資その他の資産合計 478,159 256,370

固定資産合計 3,919,948 3,648,977

資産合計 9,062,355 10,248,129

負債の部   

流動負債   

買掛金 384,945 729,630

未払法人税等 477,852 578,445

前受金 153,745 341,418

その他 444,338 365,009

流動負債合計 1,460,882 2,014,503

負債合計 1,460,882 2,014,503

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 5,899,488 6,614,342

自己株式 △162,180 △248,460

株主資本合計 7,595,508 8,224,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,964 9,543

評価・換算差額等合計 5,964 9,543

純資産合計 7,601,472 8,233,625

負債純資産合計 9,062,355 10,248,129



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年４月30日) 

売上高 5,434,208

売上原価 3,532,595

売上総利益 1,901,613

販売費及び一般管理費 386,453

営業利益 1,515,159

営業外収益  

受取利息 2,091

受取配当金 26

投資有価証券評価益 870

その他 2,214

営業外収益合計 5,202

営業外費用  

その他 262

営業外費用合計 262

経常利益 1,520,099

特別損失  

固定資産除却損 288

特別損失合計 288

税引前四半期純利益 1,519,810

法人税、住民税及び事業税 565,878

法人税等調整額 78,973

法人税等合計 644,852

四半期純利益 874,958



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,519,810

減価償却費 64,737

貸倒引当金の増減額（△は減少） 157

受取利息及び受取配当金 △2,118

投資有価証券評価損益（△は益） △870

固定資産除却損 288

売上債権の増減額（△は増加） △154,528

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,685

仕入債務の増減額（△は減少） 344,684

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,599

前受金の増減額（△は減少） 187,672

その他の流動負債の増減額（△は減少） △102,199

その他 45,484

小計 1,933,405

利息及び配当金の受取額 1,931

法人税等の支払額 △460,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,475,007

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の償還による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △2,806

定期預金の預入による支出 △2,100,000

定期預金の払戻による収入 1,100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △802,806

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △86,280

配当金の支払額 △159,461

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 426,458

現金及び現金同等物の期首残高 2,353,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,780,339



 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。   

   

当第２四半期累計期間（自平成23年11月１日 至平成24年４月30日） 

 当社は、平成23年12月20日開催の取締役会決議により、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 千円を取得し、また単元未満株式の買取りにより、自

己株式 千円を取得しております。 

 この結果、当第２四半期累計期間末において、自己株式は 千円となっております。    

   

 （法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から、平成24年11月１日に開始する事業年度から平成26年

11月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年11月１日に開始する事

業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となります。なお、この税率変更による影響は軽微で

あります。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

86,250

30

248,460

（７）追加情報



 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日に変更しております。これに伴い、平成24年10月期第

２四半期累計期間（平成23年11月１日から平成24年４月30日）に対応する前年同四半期累計期間がないため、補足情

報につきましては、比較を容易にするため、前年同期（平成22年11月１日から平成23年４月30日）との比較を参考と

して記載しております。  

  

（１）ハードウェア仕入実績 

 当第２四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２四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２四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。 

  

５．補足情報

種類 
当第２四半期累計期間 

（自 平成23年11月１日 
至 平成24年４月30日） 

  
     前年同期比（％）  

  

ハードウェア（千円）  1,624,605  83.6

合計（千円）  1,624,605  83.6

 種類 

  
受注高 

  

  
受注残高 

  

当第２四半期累計期間 
（自 平成23年11月１日 
至 平成24年４月30日） 

前年同期比 

（％）  

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成23年11月１日 
至 平成24年４月30日） 

  

前年同期比 

（％）  

ソフトウェア（千円）  2,006,504  104.2  1,555,606  67.7

ハードウェア（千円）  1,889,457  135.7  772,213  117.8

合計（千円）  3,895,961  117.4  2,327,819  78.9

種類 
当第２四半期累計期間 

（自 平成23年11月１日 
至 平成24年４月30日） 

  
  前年同期比（％）  

  

ソフトウェア（千円）  2,316,562  147.9

ハードウェア（千円）  1,926,774  87.5

保守サービス（千円）  1,190,872  116.0

合計（千円）  5,434,208  113.4
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