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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策を背景に円安・株高が進行し、個人消費の

持ち直し等、景気の回復基調が見られました。一方で、海外経済が不安定な状況であることから、本格的な景気

回復への不透明感は依然として払拭できない状況が続いています。 

 当社グループは、福祉情報システム事業、医療情報システム事業、コンサルティング事業及び組込ソフトウエ

ア事業を展開しております。 

 福祉情報システム市場を取り巻く環境といたしましては、地域包括ケアシステム基盤の強化、医療と介護の役

割分担・連携強化、認知症にふさわしいサービスの提供を基本とした改正介護保険法の施行により、より一層メ

リハリがついた運営が求められる状況となってまいりました。医療情報システム市場を取り巻く環境といたしま

しては、国から打ち出された「新たな情報通信技術戦略」において、地域の絆の再生に関する医療分野の取り組

みとして、医療・健康に関する情報を全国レベルで提供するサービスの創出が進められております。また、診療

報酬改定や、包括医療制度（DPC）をはじめとした新たな制度導入等により、医療機関は益々医療の質の向上・

効率化への取り組みが求められております。 

 このような市場環境の中、福祉情報システム事業におきましては、新規開設事業者の獲得及び他社システム使

用ユーザーに対する拡販活動を積極的に推進してまいりました。また、顧客サービス関連においては、ユーザー

に対し、より質の高いサポートサービスを提供し、顧客満足度向上に努めてまいりました。 

 医療情報システム事業におきましては、将来における事業規模拡大に向けた販売体制の強化、営業員の育成、

システムのバージョンアップ等の体制強化を進めつつ、「レセプトコンピューターシステムΣ」及び「電子カル

テシステムER」を中心に販売活動を進めてまいりました。 

 損益面におきましては、平成22年11月にリリースしました福祉情報システムのリニューアルシステムに対応す

る製品償却費を前期に引続き計上しております。また、売上増加に伴い仕入原価が増加しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,502百万円（前年同期比6.7％増加）、営業損失は644百

万円（前年同期は営業損失685百万円）、経常損失は671百万円（前年同期は経常損失722百万円）、四半期純損

失は565百万円（前年同期は四半期純損失657百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は、以下のとおりです。 

  

①福祉情報システム事業 

福祉情報システム事業におきましては、大型案件の前倒し導入により、売上高は前年同期実績を上回りまし

た。また、売上高が上回ったことにより仕入原価が増加した一方、コスト削減に努め販売費及び一般管理費を抑

制しました。 

 以上の結果、売上高は2,881百万円（前年同期比3.6％増加）、セグメント損失は103百万円（前年同期はセグ

メント損失159百万円）となりました。 

  

②医療情報システム事業 

 医療情報システム事業におきましては、前期末にかけて受注及び導入を開始した案件が予定どおり導入・稼働

することができました。また、当期受注の導入案件数が順調に伸びたことにより、売上高につきましては前年同

期実績を大幅に上回りました。また、連結子会社である株式会社メディプラスにおいては、当期より製品の本格

的な販売が始まっておりますが、先行投資の状態が続いています。 

 以上の結果、売上高は440百万円（前年同期比61.2％増加）、セグメント損失は413百万円（前年同期はセグメ

ント損失495百万円）となりました。 

③コンサルティング事業 

 コンサルティング事業におきましては、子ども・子育て支援事業計画策定業務を中心に積極的な営業活動を展

開してまいりました。遅れていた自治体の業者選定手続きが、９月以降本格化してきたこともあって、第２四半

期までの受注実績は計画を上回って推移しています。 

 以上の結果、売上高は0百万円（前年同期比98.2％減少）、セグメント損失は32百万円（前年同期はセグメン

ト損失9百万円）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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④組込ソフトウエア事業 

組込ソフトウエア事業におきましては、車載・家庭用オーディオ機器メーカーからの受託開発業務が前年同期

実績を上回ったものの、半導体品質検査装置用ソフトウエアの受託開発業務が前年同期実績を若干下回りまし

た。また、「動的テストツールDT10」につきましては、国内の販売台数が前年同期並みとなったものの、海外販

売が伸び悩みました。 

以上の結果、売上高は179百万円（前年同期比3.6％減少）、セグメント損失は77百万円（前年同期はセグメン

ト損失20百万円）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は12,483百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,153百万円減少しま

した。この主な要因は、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が1,008百万円減少し、現金及び預金が283百

万円増加したことなどにより流動資産が687百万円減少した他、減価償却が進んだことなどにより固定資産が465

百万円減少したものであります。 

 負債合計は12,403百万円となり、前連結会計年度末に比べ586百万円減少しました。この主な要因は、返済が

進んだことで借入金やリース債務等の有利子負債が321百万円減少した他、前受収益（流動及び固定）が95百万

円、買掛金が91百万円、未払金が50百万円それぞれ減少したためであります。 

 純資産合計は80百万円となり、前連結会計年度末に比べ566百万円減少しました。この主な要因は、四半期純

損失565百万円であります。 

（キャッシュフローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ283百万円増加し、2,431百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、1,591百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が

672百万円の損失となったものの、減価償却費1,536百万円、売上債権の減少による資金の増加額1,008百万円な

どにより増加したものであります。 

［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、803百万円となりました。この主な要因は、販売用ソフトウエアの開発を主

要因とする無形固定資産（ソフトウエア・ソフトウエア仮勘定）の取得による支出791百万円であります。 

［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、505百万円となりました。この要因は、ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出327百万円、長期借入金の返済による支出143百万円、短期借入金純減額35百万円であります。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 福祉情報システム事業におきましては、リニューアルシステムの商品力強化とともに、ASPサービス事業を軸

にしたさらなる事業の拡大を図り、ASPサービスによる新規顧客の獲得を推進し、市場シェアの維持・拡大に向

けた取り組みを進めてまいります。 

 医療情報システム事業におきましては、平成22年５月に国から打ち出された「新たな情報通信技術戦略」の中

にある、「どこでもＭＹ病院」構想と「シームレスな地域連携医療」の実現等により、医療機関におけるＩＴ投

資が進んでいくものと予想されます。このような状況のもと、引き続き販売パートナーとの関係強化、他社シス

テムベンダーとのアライアンス、システムのバージョンアップ等により将来の収益獲得に向けて活動してまいり

ます。また、連結子会社である株式会社メディプラスにおきましては、医療情報システムメーカー向けのOEM製

品を開発しておりましたが、販路を販売会社向けにも拡大しています。製品の販売が本格化しておりますが、シ

ステムの機能強化などの開発により、先行投資が続く予定であります。 

 コンサルティング事業におきましては、子ども・子育て支援事業計画策定業務に加え、次期介護保険事業計画

見直しに係る日常生活圏域ニーズ調査についても積極的な営業活動を展開し、利益の上乗せを図ってまいりま

す。 

 組込ソフトウエア事業におきましては、半導体品質検査装置用ソフトウエアの受託開発業務が堅調に推移する

ものの、車載・家庭用オーディオ機器及びその周辺機器メーカーからの受託開発業務は、お客様の開発投資抑制

の影響がある見通しです。一方、「動的テストツールDT10」の販売については、既存ユーザーへの追加導入増加

と、国内外の販売代理店が活性化することで販売が拡大していく見通しであります。 

 損益面におきましては、福祉情報システム事業におけるリニューアルシステムに対応する製品償却費の負担が

当期まで発生する見通しであり、製品償却費は概ね前期並みとなる予定であります。 

 以上により、平成26年３月期の通期業績予想につきましては、平成25年５月13日に発表いたしました「平成25

年３月期決算短信」に記載しております業績予想から変更はありません。 

（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 

 該当事項はありません。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,148,344 2,431,406

受取手形及び売掛金 2,243,667 1,235,275

リース投資資産 958 1,495

商品及び製品 70,621 59,542

仕掛品 4,591 22,118

原材料及び貯蔵品 7,799 10,122

繰延税金資産 749,072 760,356

その他 141,956 158,731

貸倒引当金 △1,100 △800

流動資産合計 5,365,912 4,678,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,416,604 1,417,688

減価償却累計額 △444,657 △467,267

建物及び構築物（純額） 971,946 950,420

工具、器具及び備品 175,395 183,532

減価償却累計額 △144,008 △147,357

工具、器具及び備品（純額） 31,387 36,174

土地 700,793 700,793

リース資産 1,477,973 1,548,951

減価償却累計額 △784,633 △934,810

リース資産（純額） 693,339 614,140

有形固定資産合計 2,397,466 2,301,529

無形固定資産   

のれん 207,032 188,211

リース資産 447,175 416,517

ソフトウエア 2,944,378 2,231,672

ソフトウエア仮勘定 190,310 474,775

その他 10,738 10,718

無形固定資産合計 3,799,634 3,321,894

投資その他の資産   

投資有価証券 28,046 27,141

繰延税金資産 1,830,915 1,935,522

その他 235,774 239,782

貸倒引当金 △20,932 △20,932

投資その他の資産合計 2,073,803 2,181,512

固定資産合計 8,270,905 7,804,936

資産合計 13,636,817 12,483,185
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 277,254 185,967

短期借入金 3,915,000 3,880,000

1年内返済予定の長期借入金 324,300 290,978

未払金 564,551 513,941

リース債務 650,782 632,648

未払法人税等 16,055 10,545

未払費用 214,045 192,569

前受収益 1,752,834 1,842,410

賞与引当金 184,038 171,460

その他 28,055 22,273

流動負債合計 7,926,917 7,742,795

固定負債   

長期借入金 628,291 518,517

リース債務 842,542 717,738

退職給付引当金 298,416 315,225

長期前受収益 3,283,653 3,098,633

資産除去債務 10,147 10,263

固定負債合計 5,063,050 4,660,378

負債合計 12,989,968 12,403,174

純資産の部   

株主資本   

資本金 992,225 992,225

資本剰余金 711,325 －

利益剰余金 △1,051,768 △906,371

株主資本合計 651,782 85,853

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,933 △5,842

その他の包括利益累計額合計 △4,933 △5,842

純資産合計 646,848 80,011

負債純資産合計 13,636,817 12,483,185
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 3,281,350 3,502,520

売上原価 2,929,292 3,100,399

売上総利益 352,057 402,121

販売費及び一般管理費 1,037,831 1,046,680

営業損失（△） △685,773 △644,558

営業外収益   

受取利息及び配当金 655 560

助成金収入 552 542

受取手数料 970 992

その他 1,146 2,909

営業外収益合計 3,324 5,004

営業外費用   

支払利息 40,048 32,113

その他 1 26

営業外費用合計 40,050 32,139

経常損失（△） △722,499 △671,693

特別損失   

固定資産売却損 60 －

固定資産除却損 30,771 467

特別損失合計 30,831 467

税金等調整前四半期純損失（△） △753,331 △672,161

法人税、住民税及び事業税 9,864 9,657

法人税等調整額 △105,350 △115,889

法人税等合計 △95,486 △106,232

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △657,845 △565,929

四半期純損失（△） △657,845 △565,929
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △657,845 △565,929

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △405 △908

その他の包括利益合計 △405 △908

四半期包括利益 △658,251 △566,837

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △658,251 △566,837
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △753,331 △672,161

減価償却費 1,486,330 1,536,282

のれん償却額 18,821 18,821

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200 △300

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,821 △12,577

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,505 16,809

受取利息及び受取配当金 △655 △560

支払利息 40,048 32,113

有形固定資産売却損益（△は益） 60 －

有形固定資産除却損 30,771 467

売上債権の増減額（△は増加） 1,980,482 1,008,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,619 9,991

その他の資産の増減額（△は増加） △25,673 △41,792

仕入債務の増減額（△は減少） △62,870 △91,286

未払金の増減額（△は減少） △362,384 △52,505

未払費用の増減額（△は減少） △26,312 △21,408

前受収益の増減額（△は減少） 103,426 △95,444

未払消費税等の増減額（△は減少） △141,685 12,163

その他の負債の増減額（△は減少） △8,864 △10,495

小計 2,222,026 1,636,509

利息及び配当金の受取額 655 560

利息の支払額 △40,184 △35,600

法人税等の支払額 △395,292 △10,082

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,787,205 1,591,386

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △7,651 △9,731

有形固定資産の売却による収入 66 －

無形固定資産の取得による支出 △862,190 △791,866

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

その他 △11,697 △1,442

投資活動によるキャッシュ・フロー △881,476 △803,043

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 410,000 △35,000

長期借入金の返済による支出 △112,274 △143,096

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △380,794 △327,184

配当金の支払額 △92,497 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △175,566 △505,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 730,162 283,062

現金及び現金同等物の期首残高 1,736,845 2,148,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,467,007 2,431,406
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

セグメント情報  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（４）四半期連結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）

（セグメント情報等）

  
福祉情報 

システム事業
医療情報 

システム事業
コンサル 

ティング事業
組込ソフト 
ウエア事業 

合計 

売上高           

 外部顧客に対する売上高  2,782,095  273,302  39,675  186,276  3,281,350

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,782,095  273,302  39,675  186,276  3,281,350

セグメント損失（△）  △159,927  △495,669  △9,929  △20,782  △686,309

利益 金額 

報告セグメント計  △686,309

セグメント間取引消去  600

全社費用（注）  △64

四半期連結損益計算書の営業損失  △685,773
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  
福祉情報 

システム事業
医療情報 

システム事業
コンサル 

ティング事業
組込ソフト 
ウエア事業 

合計 

売上高           

 外部顧客に対する売上高  2,881,576  440,638  716  179,589  3,502,520

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,881,576  440,638  716  179,589  3,502,520

セグメント損失（△）  △103,592  △413,265  △32,170  △77,872  △626,901

利益 金額 

報告セグメント計  △626,901

全社費用（注）  △17,657

四半期連結損益計算書の営業損失  △644,558
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