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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年 9 月期第 1 四半期の連結業績（平成 19 年 10 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日） 

(1) 連結経営成績                              （％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（当期）純利益

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

20 年 9 月期第 1 四半期 551   △13.5 △19       ― △19       ― △17       ― 
19 年 9 月期第 1 四半期 637    261.1 △152       ― △151       ― △138       ―
19 年 9 月期 3,619     37.2 77       ― 83       ― 71       ―

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益

 円  銭 円   銭

20 年 9 月期第 1 四半期 △470    26 ―    ―

19 年 9 月期第 1 四半期 △3,989    24 ―    ―

19 年 9 月期 1,965    98 ―    ―
 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年 9 月期第 1 四半期 2,835 2,053 72.4 55,430   50 
19 年 9 月期第 1 四半期 3,341 1,690 50.6 48,609   18 
19 年 9 月期 2,989 2,088 69.9 56,373  78 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

  百万円   百万円 百万円             百万円

20 年 9 月期第 1 四半期 449 △11 △100 1,355 
19 年 9 月期第 1 四半期 175 17 △156 1,381 
19 年 9 月期 105 75 △507 1,017 
 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円   銭  円  銭  円  銭

19 年 9 月期 ―  ― 500 00 500 00 
20 年 9 月期（予想） ―  ― 1,000 00 1,000 00 

 

３．平成 20 年 9 月期の連結業績予想（平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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

中間期 1,470   △13.0 △47      ― △50      ― △9      ― △242   90 
通 期 4,370     20.7 509    557.5 498    495.6 395    455.0 10,660   46 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：無 

 
(2) 四半期連結財務諸表の作成基準              ：中間連結財務諸表作成基準 
 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無    ：無 
 
(4) 会計監査人の関与                    ：有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている

「四半期財務諸表等に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

５. 個別業績の概要(平成 19 年 10 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日) 

(1) 個別経営成績                            （％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（当期）純利益 

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

20 年 9 月期第 1 四半期 537   △15.6 23       ― 25       ― 27       ― 
19 年 9 月期第 1 四半期 636    259.6 △115    ― △110      ― △98       ― 
19 年 9 月期 3,608     37.0 247     ― 262     ― 250       ― 
 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

20 年 9 月期第 1 四半期 742    34
19 年 9 月期第 1 四半期 △2,823    13
19 年 9 月期 6,924    13 
 
(2) 個別財政状態 

 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

20 年 9 月期第 1 四半期 3,183 2,445 76.8 65,994  10 
19 年 9 月期第 1 四半期 3,639 2,002 55.0 57,590  61 
19 年 9 月期 3,290 2,434 74.0 65,714  70 
 
 

６. 平成 20 年 9 月期の個別業績予想（平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日） 
                                  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

中間期 1,270   △24.8 △45     ― △45     ― △4    ― △107   95 
通 期 3,700    2.5 300     21.4 300    14.4 215  △14.2 5,802   53 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 （将来に関する記述等についてのご注意） 

   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、当社は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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

ります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ

【定性的情報・財務諸表等】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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期（平成 19 年 10 月１日～平成 19 年 12 月 31 日）の医療情報システム業界につきまし

ては、厚生労働省において医療・年金・介護・雇用の加入を一元的に管理する「社会保障カード」

の検討が進められるなど、医療ＩＴ化への期待が高まってまいりました。しかしながら、平成 20 年

度の診療報酬改定では、本体部分引き上げも、薬価を含めた全体としてはマイナス改定が予定され

ており、当業界は依然として厳しい状況にあります。 

このような環境のもと、当社グループは、引き続き電子カルテシステムを主軸とした経営を行い、

主力製品である病院向け電子カルテシステム「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ／ＥＸ（ミライズイーエックス）」

のさらなる機能強化を図るとともに、顧客満足度向上のための施策として、ＭＩ･ＲＡ･Ｉｓシリー

ズの導入ユーザーに対する保守サービスを行う「カスタマーサービスセンター」開設に向けた準備

を進めてまいりました。 

また、子会社の㈱プロメディックにおきましては、他のポータルサイトとの連携やサービス拡充

のためのサイト開発等、新たなペット関連事業の構築を中心に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期の連結業績は、大規模病院に対するハードウェア等の売上が多かった

前年同期に比べ、当連結会計期間は、当社がメインターゲットとしている中小規模病院に対する 

「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ／ＥＸ」の製品売上が中心となり、売上高 551 百万円（前年同期比 13.5％減）、

売上総利益 160 百万円（前年同期比 161.5％増）となりました。利益面におきましては、当連結会計

期間における販管費の負担が大きく、営業損失 19 百万円（前年同期営業損失 152 百万円）、経常損

失 19 百万円（前年同期経常損失 151 百万円）、第１四半期純損失 17 百万円（前年同期純損失

138 百万円）となりました。また、受注状況は、受注高 620 百万円（前年同期比 49.3％増）、受注残

高 946 百万円（前年同期比 24.0％減）となりました。 

また、当社個別業績は、売上高 537 百万円（前年同期比 15.6％減）、売上総利益 147 百万円（前年

同期比 135.5％増）、営業利益 23 百万円（前年同期営業損失 115 百万円）、経常利益 25 百万円（前年

同期経常損失 110 百万円）、第１四半期純利益 27 百万円（前年同期純損失 98 百万円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

 

〔電子カルテシステム開発事業〕 

電子カルテシステム開発につきましては、自社営業による直接販売と主要提携先との連携により、

主力の病院向け電子カルテシステム「ＭＩ･ＲＡ･Ｉｓ／ＥＸ」の拡販に注力するとともに、開発面

では、機能強化や受注物件に対する導入・カスタマイズ作業に取り組んでまいりました。また、こ

れら開発作業に加え、導入後の病院・診療所に対する保守作業を行ってまいりました。 

上記の他、「カスタマーサービスセンター」開設のため、顧客管理・受付対応等の基盤整備を行い、

より良い製品・サービスの提供を目指して取り組んでまいりました。 

なお、当第１四半期におきまして、ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓシリーズの受注件数は累計 300 件を達成い

たしました。 

以上の結果、受注高 452 百万円（前年同期比 41.3％増）、受注残高 834 百万円（前年同期比 28.8％

減）、売上高 481 百万円（前年同期比 21.0％減）、売上総利益 137 百万円（前年同期比 137.7％増）、

営業利益 81 百万円（前年同期営業利益 3 百万円）となりました。 

〔受託システム開発事業〕 

受託システム開発につきましては、北海道大学病院、市立札幌病院など国公立病院の医事システ

ム、検査システム、輸血システムを始めとする医療情報システムなどについて、継続的にＮＥＣグ

ループから受注があり開発作業を行ってまいりました。 

以上の結果、受注高 154 百万円（前年同期比 63.0％増）、受注残高 112 百万円（前年同期比 52.2％

増）、売上高 56 百万円（前年同期比 102.0％増）、売上総利益 10 百万円（前年同期比 104.2％増）、
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営業利益 10 百万円（前年同期比 104.2％増）となりました。 

〔ペットサイト運営事業〕 

ペットサイト運営におきましては、平成 19 年 11 月に、ペットの医療＆情報サイト「ニャンバー

ワン（nyan-wan）」が Yahoo！JAPAN の新サービス「Yahoo！ペット」への情報提供を開始するなど、

他のポータルサイトとの連携を進めるとともに、動物病院向けポータルサイト「ベッツブレイン

（Vets Brain）」を含めたサービス拡充に取り組んでまいりました。 

また、ペット関連業者向けの情報登録サービス「わんサーチ」、動物病院向けモバイルサイト「ベッ

ツインフォ」を全国展開する販売体制等の環境整備に努めてまいりました。 

以上の結果、受注高 13 百万円（前年同期受注高 558 千円）、受注残高なし（前年同期受注残高な

し）、売上高 13 百万円（前年同期売上高 558 千円）、売上総利益 12 百万円（前年同期売上総損失

1 百万円）、営業損失 43 百万円（前年同期営業損失 37 百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期（平成 19 年 10 月１日～平成 19 年 12 月 31 日）における現金及び現金同等物（以下

「資金」）は、前連結会計年度末に比べ 337 百万円増加し、1,355 百万円となりました。 

また、当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減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、449 百万円（前年同期は 175 百万円の増加）となりました。これ

は主として、税金等調整前四半期純損失が 19 百万円計上され、たな卸資産が 62 百万円増加しまし

たが、売上債権が 574 百万円減少したことによるものです。 

（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、11 百万円（前年同期は 17 百万円の増加）となりました。これは

主として、有形固定資産の取得による支出が 1 百万円あったこと及び無形固定資産の取得による支

出が 10 百万円あったことによるものです。 

（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、100 百万円（前年同期は 156 百万円の減少）となりました。これ

は主として、長期借入金の返済による支出が 81 百万円あったこと及び配当金の支払による支出が

18 百万円あったことによるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループの主力事業である電子カルテシステム市場におきましては、厚生労働省の統合系医

療情報システム普及に対する施策内容や診療報酬の改定が市場規模拡大の進度に影響を与えること

が予想されます。しかしながら、医療のＩＴ化に対する病院・診療所の関心は引き続き高いことか

ら、今後も緩やかながらその普及は進んでいくものと思われます。 

当社グループは、このような環境のなか、電子カルテシステム開発事業の主力製品である病院向

け電子カルテシステム「ＭＩ･ＲＡ･Ｉｓ／ＥＸ」の拡販を図り、全国の著名な中小規模病院をター

ゲットに病院向け電子カルテシステムの普及に引き続き注力し、業容の拡大を図っていく所存でお

ります。また、「カスタマーサービスセンター」の開設や「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓユーザーフォーラム」

の開催等、顧客満足度向上のための施策に取り組んでまいります。 

ペットサイト運営事業では、ペットに関する総合ウェブサイトを通じて、ペットに関する情報と

サービスを広く総合的に提供し、動物・ペット愛好家・獣医療業界・ショップなどの業界すべての

架橋となるペット関連総合サービス事業を目指し、他のポータルサイトとの連携や、サービス拡充

のためのサイト開発等を推し進めてまいります。 

平成 20 年９月期の連結及び個別業績予想につきましては、以上の状況から、平成 19 年 11 月 14

日発表の「平成 19 年９月期決算短信」に記載の業績予想と変更はありません。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

  該当事項はありません。 
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５. 四半期連結財務諸表 

(1)【四半期連結貸借対照表】 

  
前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,385,427 1,359,598  1,022,060

２ 受取手形及び売掛
金 

  898,109 592,825  1,167,247

３ たな卸資産   175,904 140,549  77,805

４ 繰延税金資産   110,886 108,103  104,518

５ その他   115,706 53,560  36,571

貸倒引当金   △97,201 △23,993  △23,465

流動資産合計   2,588,833 77.5 2,230,643 78.7  2,384,737 79.8

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※1   

１ 建物   7,946 7,737  6,895

２ 器具備品   18,750 18,688  17,928

有形固定資産合
計 

  26,697 0.8 26,425 0.9  24,824 0.8

(2) 無形固定資産    

１ 商標権   1,215 1,405  1,449

２ ソフトウェア   122,589 57,696  70,535

３ ソフトウェア 
仮勘定 

  ― 14,794  4,034

４ 電話加入権   216 216  216

無形固定資産合
計 

  124,022 3.7 74,112 2.6  76,236 2.6

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   368,960 356,217  355,979

２ 差入敷金保証金   88,107 88,930  88,043

３ 繰延税金資産   65,201 39,795  40,707

４ その他   79,530 30,252  30,551

貸倒引当金   △110 △10,860  △11,924

投資その他の 
資産合計 

  601,690 18.0 504,336 17.8  503,357 16.8

固定資産合計   752,409 22.5 604,875 21.3  604,419 20.2

資産合計   3,341,243 100.0 2,835,518 100.0  2,989,156 100.0
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前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   435,488 190,332  210,820

２ 短期借入金   366,666 100,000  100,000

３ １年内返済予定 
長期借入金 

  392,400 232,500  297,800

４ 未払金   49,498 45,878  24,757

５ 未払法人税等   6,127 7,594  15,016

６ その他   34,770 41,276  59,998

流動負債合計   1,284,952 38.5 617,582 21.8  708,393 23.7

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   264,900 32,400  49,000

２ 転換社債   ― 42,000  42,000

３ 退職給付引当金   8,845 10,180  10,410

４ 役員退職慰労引当
金 

  82,041 ―  ―

５ その他   10,470 79,722  90,547

固定負債合計   366,257 10.9 164,302 5.8  191,957 6.4

負債合計   1,651,209 49.4 781,885 27.6  900,350 30.1

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,093,747 32.7 1,136,590 40.1  1,136,590 38.0

２ 資本剰余金   1,114,848 33.4 1,157,692 40.8  1,157,692 38.7

３ 利益剰余金   △533,772 △16.0 △254,307 △9.0  △218,357 △7.3

４ 自己株式   △984 △0.0 △1,220 △0.0  △984 △0.0

株主資本合計   1,673,839 50.1 2,038,755 71.9  2,074,941 69.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  15,024 0.5 14,494 0.5  13,148 0.5

２ 為替換算調整勘定   1,170 0.0 383 0.0  716 0.0

評価・換算差額等合
計 

  16,194 0.5 14,877 0.5  13,864 0.5

Ⅲ 少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

純資産合計   1,690,034 50.6 2,053,633 72.4  2,088,806 69.9

負債純資産合計   3,341,243 100.0 2,835,518 100.0  2,989,156 100.0
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(2)【四半期連結損益計算書】 

  
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   637,343 100.0 551,015 100.0  3,619,292 100.0

Ⅱ 売上原価   575,943 90.4 390,453 70.9  2,826,414 78.1

売上総利益   61,400 9.6 160,561 29.1  792,878 21.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   

１ 販売促進費  1,846 16,804 15,589 

２ 広告宣伝費  21,149 7,658 36,824 

３ 貸倒引当金繰入額  36,926 477 13,099 

４ 貸倒損失  ― ― 54,804 

５ 役員報酬  17,706 17,289 69,341 

６ 給料手当  47,567 62,752 226,314 

７ 賞与  5,369 6,865 22,601 

８ 退職給付費用  275 290 1,098 

９ 法定福利費  8,084 10,154 36,490 

10 旅費交通費  12,099 14,150 53,584 

11 賃借料  10,734 10,554 41,056 

12 減価償却費  1,610 1,674 7,248 

13 支払手数料  11,070 10,313 36,074 

14 研究開発費  22,780 3,092 31,946 

15 その他  16,829 214,051 33.6 18,181 180,257 32.7 69,385 715,462 19.8

営業利益 
（△は営業損失） 

  △152,650 △24.0 △19,696 △3.6  77,415 2.1

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  131 502 2,703 

２ 受取配当金  890 1,147 13,635 

３ 保険解約返戻金  3,658 ― 3,658 

４ 持分法による投資
利益 

 ― 713 ― 

５ その他  1,501 6,182 1.0 631 2,994 0.5 2,555 22,552 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  3,423 2,430 9,981 

２ 株式交付費  ― 345 1,061 

３ 投資事業組合運用
損失 

 ― ― 2,134 

４ 持分法による投資 
損失 

 1,455 ― 2,883 

５ その他  ― 4,878 0.7 ― 2,776 0.4 288 16,350 0.4

経常利益 
（△は経常損失） 

  △151,346 △23.7 △19,477 △3.5  83,618 2.3
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 子会社株式売却益  ― ― ― ― ― ― 13,400 13,400 0.3

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※2 75 ― 482 

２ ゴルフ会員権評価
損 

 ― 75 0.1 ― ― ― 801 1,284 0.0

税金等調整前当期純
利益（△は税金等調
整前四半期純損失） 

  △151,422 △23.8 △19,477 △3.5  95,734 2.6

法人税、住民税及び 
事業税 

 1,441 1,531 6,600 

法人税等調整額  △14,166 △12,725 △2.0 △3,585 △2,054 △0.3 17,966 24,566 0.6

当期純利益（△は四
半期純損失） 

  △138,697 △21.8 △17,423 △3.2  71,167 2.0
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(3)【四半期連結株主資本等変動計算書】 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高（千円） 1,093,747 1,114,848 △395,075 △984 1,812,536

四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行  ―

剰余金の配当  ―

四半期純損失 △138,697  △138,697

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

 

四半期連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

― ― △138,697 ― △138,697

平成18年12月31日残高（千円） 1,093,747 1,114,848 △533,772 △984 1,673,839

      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評

価差額金 
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年９月30日残高（千円） 18,023 573 18,596 ― 1,831,133

四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行  ―

剰余金の配当  ―

四半期純損失  △138,697

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

△2,998 596 △2,402  △2,402

四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

△2,998 596 △2,402 ― △141,099

平成18年12月31日残高（千円） 15,024 1,170 16,194 ― 1,690,034
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当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年９月30日残高（千円） 1,136,590 1,157,692 △218,357 △984 2,074,941

四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △18,526  △18,526

四半期純損失 △17,423  △17,423

自己株式の取得 △236 △236

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

 

四半期連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

― ― △35,949 △236 △36,185

平成19年12月31日残高（千円） 1,136,590 1,157,692 △254,307 △1,220 2,038,755
      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評

価差額金 
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年９月30日残高（千円） 13,148 716 13,864 ― 2,088,806

四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △18,526

四半期純損失  △17,423

自己株式の取得  △236

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

1,346 △333 1,013  1,013

四半期連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

1,346 △333 1,013 ― △35,172

平成19年12月31日残高（千円） 14,494 383 14,877 ― 2,053,633
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前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高（千円） 1,093,747 1,114,848 △395,075 △984 1,812,536

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 42,843 42,843  85,687

当期純利益 71,167  71,167

連結子会社の持分変動による増加 105,550  105,550

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計（千円） 42,843 42,843 176,717 ― 262,405

平成19年９月30日残高（千円） 1,136,590 1,157,692 △218,357 △984 2,074,941

      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評

価差額金 
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年９月30日残高（千円） 18,023 573 18,596 ― 1,831,133

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  85,687

当期純利益  71,167

連結子会社の持分変動による増加  105,550

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

△4,875 143 △4,731  △4,731

連結会計年度中の変動額合計（千円） △4,875 143 △4,731 ― 257,673

平成19年９月30日残高（千円） 13,148 716 13,864 ― 2,088,806
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(4)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日)

当四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

    

税金等調整前当期純利益
（△は税金等調整前四半
期純損失） 

 △151,422 △19,477 95,734 

有形固定資産減価償却費  2,146 2,383 10,618 

無形固定資産減価償却費  22,157 14,967 90,390 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

 36,926 627 △24,995 

貸倒損失  ― ― 54,804 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

 △205 △230 1,360 

受取利息及び受取配当金  △1,021 △1,649 △16,338 

持分法による投資損益 
（利益：△） 

 1,455 △713 2,883 

子会社株式売却益  ― ― △13,400 

支払利息  3,423 2,430 9,981 

株式交付費  ― 345 1,061 

その他営業外収益  △5,160 △631 △5,430 

固定資産除却損  75 ― 482 

売上債権の減少額  437,376 574,421 109,210 

たな卸資産の増加額  △116,138 △62,743 △18,039 

仕入債務の減少額  △62,218 △20,488 △286,886 

その他流動資産の増減額
（増加：△） 

 △36,651 △23,808 71,874 

その他流動負債の増減額
（減少：△） 

 39,274 △5,531 21,341 

その他固定資産の増加額  ― ― △11,545 

その他固定負債の増減額
（減少：△） 

 6,050 △3,991 4,085 

小計  176,069 455,910 97,195 

利息及び配当金の受取額  895 1,510 15,791 

利息の支払額  △2,164 △2,386 △11,258 

その他営業外損益の受取
額 

 5,160 286 6,503 

法人税等の支払額  △4,411 △5,857 △2,908 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 175,549 449,463 105,324 
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前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日)

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 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 

 △1,926 △1,289 △10,919 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 ― △10,759 △32,613 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △2,000 ― △2,000 

子会社株式の売却による
収入 

 ― ― 20,100 

差入敷金保証金の差入 
による支出 

 △1,539 △1,500 △1,539 

差入敷金保証金の返還 
による収入 

 30 751 514 

定期預金等の預入による
支出 

 △4,403 △4,407 △4,403 

定期預金等の払戻による
収入 

 4,402 4,403 4,402 

投資事業組合分配金収入  3,000 2,400 8,700 

その他  20,405 △865 93,215 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 17,969 △11,268 75,455 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の減少額  △44,999 ― △311,666 

長期借入金の返済による
支出 

 △111,650 △81,900 △422,150 

社債の発行による収入  ― ― 42,000 

株式の発行による収入  ― ― 85,687 

少数株主からの払込みに
よる収入 

 ― ― 98,850 

自己株式の取得による支
出 

 ― △236 ― 

配当金の支払額  ― △18,526 ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △156,649 △100,662 △507,279 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 36,868 337,533 △326,498 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,344,156 1,017,657 1,344,156 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

 1,381,024 1,355,190 1,017,657 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 

 子会社は全て連結しておりま

す。 

同左 同左 

連結子会社の数     ２社   

連結子会社の名称   

㈱シーエスアイ・テクノロジー 

㈱プロメディック 

  

 ２ 持分法の適用に関する事項  ２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 関連会社は全て持分法を適用

しております。 

(1)     同左 (1)     同左 

持分法適用の関連会社の数   

２社 

持分法適用の関連会社の名称   

杭州創喜中日科技有限公司 

㈱かごしま医療ＩＴセンター 

  

(2) 持分法適用会社のうち、四半

期決算日が四半期連結決算日と

異なる会社については、各社の

四半期会計期間に係る四半期財

務諸表を使用しております。 

(2)     同左 (2) 持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の事業年度に係

る財務諸表を使用しておりま

す。 

３ 連結子会社の四半期決算日等に

関する事項 

３ 連結子会社の四半期決算日等に

関する事項 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の四半期決算日は、

四半期連結決算日と一致しており

ます。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 四半期連結決算日末日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定） 

同左  連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

 なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の）については、組合契

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。 

 移動平均法による原価

法 

 なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資（金融商品

取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされる

もの）については、組合

契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で

取り込む方法によってお

ります。 

同左 

② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

商品 商品 商品 

個別法による原価法 同左 同左 

仕掛品 仕掛品 仕掛品 

個別法による原価法 同左 同左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

最終仕入原価法による原

価法 

同左 同左 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

定率法 

 ただし、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却する

方法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     10年～18年 

器具備品   ４年～20年 

   平成19年３月31日以前に取得

したもの 

   法人税法に規定する旧定率法

   平成19年４月１日以降に取得

したもの 

   法人税法に規定する定率法 

 ただし、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却する

方法を採用しております。 

    なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

   平成19年３月31日以前に取得

したもの 

   法人税法に規定する旧定率法

   平成19年４月１日以降に取得

したもの 

   法人税法に規定する定率法 

 ただし、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却する

方法を採用しております。 

    なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

 建物     10年～18年 建物     10年～18年

 器具備品   ４年～20年 器具備品   ４年～20年

  （会計方針の変更）  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、前第

３四半期連結会計期間より、平

成19年４月１日以後に取得した

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の

方法に変更しております。 

この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月

１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響は軽微であり

ます。 

 （追加情報）  

 法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価格の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年

度より取得価格の５％相当額と

備忘価格との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却に含

めて表示しております。 

なお、これによる影響額は軽

微であります。 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

定額法 同左 同左 

 ただし、市場販売目的のソ

フトウェアについては、見込

販売収益に基づく償却額と残

存有効期間（３年）に基づく

均等配分額とを比較して、い

ずれか大きい額を計上してお

ります。 

 自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

② 退職給付引当金 ② 退職給付引当金 ② 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社におい

て従業員に対する退職金の支

給に備えるため、自己都合に

よる当四半期連結会計期間末

要支給額の100％相当額を計

上しております。 

同左  当社及び連結子会社におい

て従業員に対する退職金の支

給に備えるため、自己都合に

よる当連結会計年度末要支給

額の100％相当額を計上して

おります。 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、当社及び連結子

会社は役員退職慰労金規程に

基づく当四半期連結会計期間

末要支給額を計上しておりま

したが、役員退職慰労金規程

は平成17年10月１日をもって

廃止となり、役員退職慰労引

当金は、役員退職慰労金制度

適用期間中から在任している

役員に対する支給予定額であ

ります。 

 ―――――――  ――――――― 

 （追加情報） （追加情報） 

  当社は平成18年９月29日の取

締役会決議により、役員退職慰

労金規程を廃止し、平成18年12

月21日開催の定時株主総会で役

員退職慰労金規程の廃止による

打ち切り支給が決議されまし

た。 

 これに伴い、当規程の廃止以

前から在職している役員に対す

る予定支給額66,750千円につい

ては、流動負債の「その他」に

6,833千円、固定負債の「その

他」に59,916千円を含めて表示

しております。 

 当社は平成18年９月29日の取

締役会決議により、役員退職慰

労金規程を廃止し、平成18年12

月21日開催の定時株主総会で役

員退職慰労金規程の廃止による

打ち切り支給が決議されまし

た。 

 これに伴い、当規程の廃止以

前から在職している役員に対す

る予定支給額66,750千円につい

ては、固定負債の「その他」に

含めて表示しております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 (4) 重要なリース取引の処理方法 (4) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

同左 同左 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 同左 同左 

 ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップ取引について、

特例処理を採用しておりま

す。 

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象   

・ ヘッジ手段   

金利スワップ取引   

・ ヘッジ対象   

借入金   

③ ヘッジ方針   

 金利スワップ取引は、借入

金利の変動によるリスク回避

を目的としており、投機的な

取引は行わない方針でありま

す。 

  

(6) その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事

項 

(6) その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事

項 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流

動資産及び流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

    同左 税抜方式によっております。

５ 四半期連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

５ 四半期連結キャッシュ･フロー

計算書における資金の範囲 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 四半期連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなってお

ります。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

（連結貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準） 

  当四半期連結会計期間は、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

  前四半期連結会計期間の資本の

部の合計に相当する当四半期連結

会計期間の金額は1,690,034千円で

あります。 

  なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当四半期連結会計期

間における四半期連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後

の中間連結財務諸表規則により作

成しております。 

――――――― ――――――― 

 

表示方法の変更 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

（四半期連結貸借対照表） ――――――― 

 前四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました

「長期前払費用」は、資産の総額の100分の５以下と

なったため、投資その他の資産のその他に含めて表示す

ることにしました。 

 なお、当四半期連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「長期前払費用」の金額は77,348千円あります。 

 

（四半期連結損益計算書） ――――――― 

 前四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました

「保険事務手数料」は、営業外収益の総額の100分の10

以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表

示することにしました。 

 なお、当四半期連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「保険事務手数料」の金額は195千円であります。 
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(5)【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

60,563千円 70,123千円 67,740千円

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 減価償却実施額 １ 減価償却実施額 １ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 2,146千円 

無形固定資産 22,157千円 
  

 
有形固定資産 2,383千円

無形固定資産 14,967千円
  

 
有形固定資産 10,618千円

無形固定資産 90,390千円
  

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２   ――――――― ※２ 固定資産除却損の内訳 
 

器具備品 75千円 
  

    
器具備品 482千円

  
 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当四半期連結会計期
間増加株式数（株）

当四半期連結会計期
間減少株式数（株） 

当四半期連結会計期
間末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 34,772.36 ― ― 34,772.36 

合計 34,772.36 ― ― 34,772.36 

自己株式     

普通株式 4.56 ― ― 4.56 

合計 4.56 ― ― 4.56 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

       該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間末後

となるもの 

 該当事項はありません。 
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当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当四半期連結会計期
間増加株式数（株）

当四半期連結会計期
間減少株式数（株） 

当四半期連結会計期
間末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 37,057.36 ― ― 37,057.36 

合計 37,057.36 ― ― 37,057.36 

自己株式     

普通株式 4.56 4.00 ― 8.56 

合計 4.56 4.00 ― 8.56 

（注）自己株式の増加4.00株は、端株の買取請求による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年12月21日 

定時株主総会 
普通株式 18,526 500 平成19年９月30日 平成19年12月25日

 

(2) 基準日が当四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間末後

となるもの 

 該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 34,772.36 2,285.00 ― 37,057.36 

合計 34,772.36 2,285.00 ― 37,057.36 

自己株式     

普通株式 4.56 ― ― 4.56 

合計 4.56 ― ― 4.56 

（注） 発行済株式総数の増加は、新株引受権の権利行使による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。  

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年12月21日 

定時株主総会 
普通株式 18,526 利益剰余金 500 平成19年９月30日 平成19年12月25日

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 
 

(平成18年12月31日現在) 

現金及び 
預金勘定 

1,385,427千円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金及び 
譲渡性預金 

△4,403千円 

現金及び現金 
同等物 

1,381,024千円 

  

 
(平成19年12月31日現在) 

現金及び 
預金勘定 

1,359,598千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金及び 
譲渡性預金 

△4,407千円

現金及び現金 
同等物 

1,355,190千円

  

 
(平成19年９月30日現在) 

現金及び 
預金勘定 

1,022,060千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金及び 
譲渡性預金 

△4,403千円

現金及び現金 
同等物 

1,017,657千円
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び四半期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び四半期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 
 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額
相当額
(千円)

四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

建物 4,179 3,343 835 

器具備品 17,766 13,687 4,078 

合計 21,945 17,030 4,914 
  

 

 

取得
価額
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

建物 4,179 4,179 ―

器具備品 17,766 17,280 485

合計 21,945 21,459 485
  

 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額
相当額 
(千円) 

期末
残高
相当額
(千円)

建物 4,179 3,970 208

器具備品 17,766 16,382 1,384

合計 21,945 20,352 1,593
  

(2) 未経過リース料四半期末残高相

当額等 

(2) 未経過リース料四半期末残高相

当額等 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料四半期末残高相

当額 

未経過リース料四半期末残高相

当額 

未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 4,622千円 

１年超 504千円 

合計 5,127千円 
  

 
１年内 504千円

１年超 ― 千円

合計 504千円
  

 
１年内 1,672千円

１年超 ― 千円

合計 1,672千円
  

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 
 

支払リース料 1,175千円 

減価償却費相当額 1,107千円 

支払利息相当額 39千円 
  

 
支払リース料 1,175千円

減価償却費相当額 1,107千円

支払利息相当額 8千円
  

 
支払リース料 4,702千円

減価償却費相当額 4,428千円

支払利息相当額 112千円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失 

はありません。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成18年12月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価(千円) 
四半期連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 

①株式 68,063 70,220 2,156

②その他 100,750 117,490 16,740

計 168,813 187,710 18,896

 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式 13,466

その他有価証券 

①非上場株式 79,300

②投資事業有限責任組合への出資 88,484

計 181,250

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年12月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価(千円) 
四半期連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 

①株式 68,063 58,329 △9,734

②その他 100,750 125,945 25,195

計 168,813 184,274 15,460

 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式 11,964

その他有価証券 

①非上場株式 79,300

②投資事業有限責任組合への出資 80,679

計 171,943
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前連結会計年度末（平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 

①株式 68,063 65,185 △2,878

②その他 100,750 116,830 16,080

計 168,813 182,015 13,201

 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

①非上場株式 79,300

②投資事業有限責任組合への出資 83,079

合計 162,379

 

（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成18年12月31日） 

 利用しているデリバティブ取引は全てヘッジ会計の特例処理を適用しているため、記載を省略しておりま

す。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年12月31日） 

 利用しているデリバティブ取引は全てヘッジ会計の特例処理を適用しているため、記載を省略しておりま

す。 

 

前連結会計年度末（平成19年９月30日） 

 利用しているデリバティブ取引は全てヘッジ会計の特例処理を適用しているため、記載を省略しておりま

す。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度において付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 
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(6)【セグメント情報】 

（事業の種類別セグメント情報） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

 

電子カルテ 
システム 
開発事業 
（千円） 

受託 
システム 
開発事業 
（千円） 

ペット 
サイト 
運営事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

外部顧客に対する
売上高 

608,862 27,923 558 637,343 ― 637,343

セグメント間の 
内部売上高 

488 ― ― 488 (488) ―

計 609,351 27,923 558 637,832 (488) 637,343

営業費用 606,127 22,775 38,255 667,158 122,835 789,994

営業利益又は 
営業損失(△) 

3,223 5,147 △37,696 △29,325 (123,324) △152,650

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 電子カルテシステム開発事業 病院向け電子カルテシステム 

診療所向け電子カルテシステム 

動物病院向け電子カルテシステム 

 (2) 受託システム開発事業 医療機関及び各産業界向けシステム 

 (3) ペットサイト運営事業 ペットの医療＆情報サイト・獣医療従事者向け支援サイトの運営 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用123,324千円の主なものは、当社グルー

プの管理部門等における経費であります。 

 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

 

電子カルテ 
システム 
開発事業 
（千円） 

受託 
システム 
開発事業 
（千円） 

ペット 
サイト 
運営事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

外部顧客に対する
売上高 

481,183 56,405 13,426 551,015 ― 551,015

セグメント間の 
内部売上高 

504 ― ― 504 (504) ―

計 481,688 56,405 13,426 551,520 (504) 551,015

営業費用 400,539 45,895 56,432 502,867 67,843 570,711

営業利益又は 
営業損失(△) 

81,148 10,510 △43,006 48,652 (68,348) △19,696

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 電子カルテシステム開発事業 病院向け電子カルテシステム 

診療所向け電子カルテシステム 

動物病院向け電子カルテシステム 

 (2) 受託システム開発事業 医療機関及び各産業界向けシステム 

 (3) ペットサイト運営事業 ペットの医療＆情報サイト・獣医療従事者向け支援サイトの運営 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用68,348千円の主なものは、当社グループ

の管理部門等における経費であります。 
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前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 

電子カルテ 
システム 
開発事業 
（千円） 

受託 
システム 
開発事業 
（千円） 

ペット 
サイト 
運営事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

外部顧客に対する
売上高 

3,178,071 433,673 7,547 3,619,292 ― 3,619,292

セグメント間の 
内部売上高 

2,257 ― ― 2,257 (2,257) ―

計 3,180,328 433,673 7,547 3,621,550 (2,257) 3,619,292

営業費用 2,655,056 370,496 179,054 3,204,607 337,269 3,541,876

営業利益又は 
営業損失(△) 

525,272 63,177 △171,507 416,942 (339,526) 77,415

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 電子カルテシステム開発事業 病院向け電子カルテシステム 

診療所向け電子カルテシステム 

動物病院向け電子カルテシステム 

 (2) 受託システム開発事業 医療機関及び各産業界向けシステム 

 (3) ペットサイト運営事業 ペットの医療＆情報サイト・獣医療従事者向け支援サイトの運営 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用339,509千円の主なものは、当社グルー

プの管理部門等における経費であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

  

１株当たり純資産額 48,609.18円 

１株当たり 
四半期純損失 

3,989.24円 

  

  

１株当たり純資産額 55,430.50円

１株当たり 
四半期純損失 

470.26円

  

  

１株当たり純資産額 56,373.78円

１株当たり当期純利益 1,965.98円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、当社

取締役及び従業員並びに子会社取締

役に対して新株引受権方式によりス

トックオプションを付与しておりま

すが、１株当たり四半期純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、当社

取締役及び従業員並びに子会社取締

役に対して新株予約権方式によりス

トックオプションを付与しておりま

すが、１株当たり四半期純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、当社取

締役及び従業員並びに子会社取締役

に対して新株予約権方式によりス

トックオプションを付与しておりま

すが、期中平均株価が新株予約権の

行使価格より低く、１株当たり当期

純利益が希薄化しないため記載して

おりません。 

 １株当たり四半期純損失金額の算

定上の基礎は、以下の通りでありま

す。 

 １株当たり四半期純損失金額の算

定上の基礎は、以下の通りでありま

す。 

 １株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下の通りでありま

す。 
  
四半期純損失 138,697千円 

普通株主に帰属
しない金額 

― 

普通株式に係る
四半期純損失 

138,697千円 

期中平均株式数 34,767.80株 

潜在株式調整後
１株当たり四半
期純利益の算定
に用いられた普
通株式増加数 

― 

希薄化効果を有
しないため、潜
在株式調整後１
株当たり四半期
純利益の算定に
含めなかった潜
在株式の概要 

新株予約権 ３種 
(新株予約権の数 

3,023個) 

  

  
四半期純損失 17,423千円

普通株主に帰属
しない金額 

― 

普通株式に係る
四半期純損失 

17,423千円

期中平均株式数 37,050.48株

潜在株式調整後
１株当たり四半
期純利益の算定
に用いられた普
通株式増加数 

― 

希薄化効果を有
しないため、潜
在株式調整後１
株当たり四半期
純利益の算定に
含めなかった潜
在株式の概要 

新株予約権 ２種
(新株予約権の数

710個)

  

  
当期純利益 71,167千円

普通株主に帰属
しない金額 

― 

普通株式に係る
当期純利益 

71,167千円

期中平均株式数 36,199.45株

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益の算定に
用いられた普通
株式増加数 

2,285.00株

希薄化効果を有
しないため、潜
在株式調整後１
株当たり当期純
利益の算定に含
めなかった潜在
株式の概要 

新株予約権 ２種
(新株予約権の数

720個)

  
 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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U

６. 四半期財務諸表 

(1)【四半期貸借対照表】 

  
前第１四半期会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,360,729 1,310,825 924,480 

２ 受取手形  ― 19,989 1,396 

３ 売掛金  889,131 559,206 1,162,269 

４ たな卸資産  173,969 139,055 76,311 

５ 関係会社短期貸付
金 

 200,000 295,000 295,000 

６ 繰延税金資産  110,903 108,106 104,520 

７ その他  116,999 52,346 27,726 

貸倒引当金  △88,842 △23,995 △23,467 

流動資産合計   2,762,891 75.9 2,460,532 77.3  2,568,236 78.0

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物  7,946 7,737 6,895 

２ 器具備品  17,184 16,352 15,494 

有形固定資産合計   25,131 0.7 24,090 0.7  22,390 0.7

(2) 無形固定資産    

１ 商標権  247 540 558 

２ ソフトウェア  122,784 57,346 70,174 

３ ソフトウェア仮
勘定 

 ― 14,794 4,034 

４ 電話加入権  216 216 216 

無形固定資産合計   123,248 3.4 72,897 2.3  74,983 2.3

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  353,494 342,253 342,394 

２ 関係会社株式  142,592 135,892 135,892 

３ 出資金  170 ― 170 

４ 長期前払費用  77,348 ― 17,507 

５ 破産更生債権等  ― 10,500 11,664 

６ 繰延税金資産  65,201 39,795 40,707 

７ 差入敷金保証金  87,730 88,930 87,666 

８ その他  2,011 19,752 1,210 

貸倒引当金  △110 △10,860 △11,924 

投資その他の資産
合計 

  728,440 20.0 626,264 19.7  625,288 19.0

固定資産合計   876,820 24.1 723,252 22.7  722,663 22.0

資産合計   3,639,711 100.0 3,183,785 100.0  3,290,899 100.0
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前第１四半期会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  435,589 190,211 210,625 

２ 短期借入金  366,666 100,000 100,000 

３ １年内返済予定 
長期借入金 

 392,400 232,500 297,800 

４ 未払金  31,728 40,757 19,831 

５ 未払法人税等  6,010 7,346 14,022 

６ その他  33,085 39,989 58,073 

流動負債合計   1,265,480 34.8 610,804 19.2  700,353 21.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  264,900 32,400 49,000 

２ 退職給付引当金  8,845 10,180 10,410 

３ 役員退職慰労 
引当金 

 82,041 ― ― 

４ その他  16,146 85,398 96,223 

固定負債合計   371,933 10.2 127,978 4.0  155,633 4.7

負債合計   1,637,413 45.0 738,783 23.2  855,986 26.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,093,747 30.1 1,136,590 35.7  1,136,590 34.5

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,114,848 1,157,692 1,157,692 

資本剰余金合計   1,114,848 30.6 1,157,692 36.3  1,157,692 35.2

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  1,200 1,200 1,200 

(2) その他利益剰余
金 

   

別途積立金  150,000 100,000 150,000 

繰越利益剰余金  △371,537 36,244 △22,733 

利益剰余金合計   △220,337 △6.1 137,444 4.3  128,466 3.9

４ 自己株式   △984 △0.0 △1,220 △0.0  △984 △0.0

株主資本合計   1,987,274 54.6 2,430,507 76.3  2,421,765 73.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  15,024 0.4 14,494 0.5  13,148 0.4

評価・換算差額等合
計 

  15,024 0.4 14,494 0.5  13,148 0.4

純資産合計   2,002,298 55.0 2,445,002 76.8  2,434,913 74.0

負債純資産合計   3,639,711 100.0 3,183,785 100.0  3,290,899 100.0
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(2)【四半期損益計算書】 

  
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   636,625 100.0 537,411 100.0  3,608,831 100.0

Ⅱ 売上原価   573,939 90.2 389,791 72.5  2,808,813 77.8

売上総利益   62,685 9.8 147,620 27.5  800,018 22.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  177,728 27.9 124,011 23.1  552,909 15.4

営業利益 
（△は営業損失） 

  △115,043 △18.1 23,609 4.4  247,108 6.8

Ⅳ 営業外収益 ※２  7,530 1.2 3,837 0.7  27,585 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※３  3,423 0.5 2,115 0.4  12,411 0.3

経常利益 
（△は経常損失） 

  △110,936 △17.4 25,331 4.7  262,282 7.3

Ⅵ 特別利益 ※４  ― ― ― ―  13,400 0.3

Ⅶ 特別損失 ※５  75 0.0 ― ―  935 0.0

税引前四半期（当
期）純利益（△は税
引前四半期純損失） 

  △111,011 △17.4 25,331 4.7  274,746 7.6

法人税、住民税及び
事業税 

 1,323 1,413 6,130 

法人税等調整額  △14,181 △12,857 △2.0 △3,586 △2,172 △0.4 17,966 24,097 0.7

四半期（当期）純利
益（△は四半期純損
失） 

  △98,154 △15.4 27,504 5.1  250,649 6.9
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(3)【四半期株主資本等変動計算書】 

前第１四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備

金 
利益準備

金 別途 
積立金

繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年９月30日残高（千円） 1,093,747 1,114,848 1,200 150,000 △273,383 △122,183 △984 2,085,428

当第１四半期会計期間中の変動額    

新株の発行    ―

剰余金の配当    ―

別途積立金積立    ―

四半期純損失  △98,154 △98,154  △98,154

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額（純額） 

   

当第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円） 

― ― ― ― △98,154 △98,154 ― △98,154

平成18年12月31日残高（千円） 1,093,747 1,114,848 1,200 150,000 △371,537 △220,337 △984 1,987,274

    
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高（千円） 18,023 18,023 2,103,451

当第１四半期会計期間中の変動額 

新株の発行 ―

剰余金の配当 ―

別途積立金積立 ―

四半期純損失 △98,154

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額（純額） 

△2,998 △2,998 △2,998

当第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円） 

△2,998 △2,998 △101,153

平成18年12月31日残高（千円） 15,024 15,024 2,002,298
 
 



 

 

㈱シーエスアイ(4320) 平成20年９月期 第１四半期財務･業績の概況 

－  － 

 

 

35

当第１四半期会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備

金 
利益準備

金 別途 
積立金

繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成19年９月30日残高（千円） 1,136,590 1,157,692 1,200 150,000 △22,733 128,466 △984 2,421,765

当第１四半期会計期間中の変動額    

別途積立金の取崩  △50,000 50,000 ―  ―

剰余金の配当  △18,526 △18,526  △18,526

四半期純利益  27,504 27,504  27,504

自己株式の取得   △236 △236

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額（純額） 

   

当第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円） 

― ― ― △50,000 58,977 8,977 △236 8,741

平成19年12月31日残高（千円） 1,136,590 1,157,692 1,200 100,000 36,244 137,444 △1,220 2,430,507

    
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成19年９月30日残高（千円） 13,148 13,148 2,434,913

当第１四半期会計期間中の変動額 

別途積立金の取崩 ―

剰余金の配当 △18,526

四半期純利益 27,504

自己株式の取得 △236

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額（純額） 

1,346 1,346 1,346

当第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円） 

1,346 1,346 10,088

平成19年12月31日残高（千円） 14,494 14,494 2,445,002
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前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備

金 
利益準備

金 別途 
積立金

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本合

計 

平成18年９月30日残高（千円） 1,093,747 1,114,848 1,200 150,000 △273,383 △122,183 △984 2,085,428

事業年度中の変動額    

新株の発行 42,843 42,843   85,687

当期純利益  250,649 250,649  250,649

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

   

事業年度中の変動額合計（千円） 42,843 42,843 ― ― 250,649 250,649 ― 336,337

平成19年９月30日残高（千円） 1,136,590 1,157,692 1,200 150,000 △22,733 128,466 △984 2,421,765

    
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高（千円） 18,023 18,023 2,103,451

事業年度中の変動額 

新株の発行 85,687

当期純利益 250,649

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△4,875 △4,875 △4,875

事業年度中の変動額合計（千円） △4,875 △4,875 331,461

平成19年９月30日残高（千円） 13,148 13,148 2,434,913
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 四半期会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定） 

同左  決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定) 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

 移動平均法による原価法

 なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によってお

ります。 

同左 

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

① 商品 ① 商品 ① 商品 

 個別法による原価法 同左 同左 

② 仕掛品 ② 仕掛品 ② 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

③ 貯蔵品 ③ 貯蔵品 ③ 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価

法 

同左 同左 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

  定率法 

ただし、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 10年～18年 

器具備品 4年～20年 
 

平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

法人税法に規定する旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得し

たもの 

法人税法に規定する定率法 

ただし、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、３

年間で均等償却する方法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

法人税法に規定する旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得し

たもの 

法人税法に規定する定率法 

ただし、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、３

年間で均等償却する方法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 
     

建物 10年～18年

器具備品 4年～20年
 

 
建物 10年～18年

器具備品 4年～20年
 

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、前第

３四半期会計期間より、平成19

年４月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益

に与える影響は軽微でありま

す。  

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年４月１日

以後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

づく減価償却の方法に変更して

おります。 

この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に

与える影響は軽微であります。

 （追加情報）  

 法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価格の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より取

得価格の５％相当額と備忘価格

との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却に含めて表示

しております。 

なお、これによる影響額は軽

微であります。 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

 ただし、市場販売目的のソ

フトウェアについては、見込

販売収益に基づく償却額と残

存有効期間（３年）に基づく

均等配分額とを比較して、い

ずれか大きい額を計上してお

ります。 

 自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

  

３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

同左 同左 

(2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 

 従業員に対する退職金の支給

に備えるため、自己都合による

当四半期会計期間末要支給額の

100％相当額を計上しておりま

す。 

同左  従業員に対する退職金の支給

に備えるため、自己都合による

当期末要支給額の100％相当額

を計上しております。 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

(3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく当四半期会計期間末要

支給額を計上しておりました

が、役員退職慰労金規程は平成

17年10月１日をもって廃止とな

り、役員退職慰労引当金は、役

員退職慰労金制度適用期間中か

ら在任している役員に対する支

給予定額であります。 

――――――― ――――――― 

 （追加情報） （追加情報） 

  当社は平成18年９月29日の取

締役会決議により、役員退職慰

労金規程を廃止し、平成18年12

月21日開催の定時株主総会で役

員退職慰労金規程の廃止による

打ち切り支給が決議されまし

た。 

 これに伴い、当規程の廃止以

前から在職している役員に対す

る予定支給額66,750千円につい

ては、流動負債の「未払金」に

6,833千円、固定負債の「その

他」に59,916千円を含めて表示

しております。 

当社は平成18年９月29日の取

締役会決議により、役員退職慰

労金規程を廃止し、平成18年12

月21日開催の定時株主総会で役

員退職慰労金規程の廃止による

打ち切り支給が決議されまし

た。 

 これに伴い、当規程の廃止以

前から在職している役員に対す

る予定支給額66,750千円につい

ては、固定負債の「その他」に

含めて表示しております。 

４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

５ ヘッジ会計の方法 ５ ヘッジ会計の方法 ５ ヘッジ会計の方法 

① へッジ会計の方法 同左 同左 

 ヘッジ会計の要件を満たす金

利スワップ取引について、特例

処理を採用しております。 

  

② へッジ手段とヘッジ対象   

・ヘッジ手段   

金利スワップ取引   

・ヘッジ対象   

借入金   

③ ヘッジ方針   

 金利スワップ取引は、借入金

利の変動によるリスク回避を目

的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

  

６ その他四半期財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

６ その他四半期財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左  税抜方式によっております。

 なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、金額的

重要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  当四半期会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しておりま

す。 

  従来の資本の部の合計に相当す

る金額は2,002,298千円でありま

す。 

  なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当四半期会計期間にお

ける四半期貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しておりま

す。 

――――――― ――――――― 

 

 

表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

 （貸借対照表） 

――――――― １. 前四半期会計期間まで区分掲記しておりました「出

資金」は、資産の総額の100分の５以下となったた

め、投資その他資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

   なお、当四半期会計期間における「出資金」の金額

は170千円であります。 

２. 前四半期会計期間まで区分掲記しておりました「長

期前払費用」は、資産の総額の100分の５以下となっ

たため、投資その他資産の「その他」に含めて表示し

ております。 

 なお、当四半期会計期間における「長期前払費用」

の金額は18,422千円であります。 
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(4)【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

前第１四半期会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度末 
(平成19年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

59,323千円 68,653千円 66,486千円

 

(四半期損益計算書関係) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 減価償却実施額 １ 減価償却実施額 １ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 1,977千円 

無形固定資産 22,179千円 
  

  
有形固定資産 2,167千円

無形固定資産 14,930千円
  

  
有形固定資産 9,542千円

無形固定資産 90,353千円
  

※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの
  

受取利息 585千円 

受取配当金 890千円 

保険解約返戻金 3,658千円 

受託事務手数料 600千円 
  

  
受取利息 1,177千円

受取配当金 1,147千円
  

  
受取利息 5,065千円

受取配当金 13,635千円

保険解約返戻金 3,658千円
  

※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの
  

支払利息 3,423千円 
  

  
支払利息 2,115千円

  

  
支払利息 9,492千円

株式交付費 784千円

投資事業組合
運用損 

2,134千円

  
※４   ――――――― ※４   ――――――― ※４ 特別利益のうち主要なもの 

    
子会社株式売
却益 

13,400千円

  
※５ 特別損失のうち主要なもの ※５   ――――――― ※５ 特別損失のうち主要なもの 

  
固定資産除却損 75千円 

  

      
固定資産除却損 133千円

ゴルフ会員権評
価損 

801千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当四半期会計期間
増加株式数（株）

当四半期会計期間 
減少株式数（株） 

当四半期会計期間
末株式数（株） 

普通株式 4.56 ― ― 4.56 

合計 4.56 ― ― 4.56 

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当四半期会計期間
増加株式数（株）

当四半期会計期間 
減少株式数（株） 

当四半期会計期間
末株式数（株） 

普通株式 4.56 4.00 ― 8.56 

合計 4.56 4.00 ― 8.56 

（注）自己株式の増加4.00株は、端株の買取請求による増加であります。 

 

 

前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株）

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 4.56 ― ― 4.56 

合計 4.56 ― ― 4.56 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び四半期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び四半期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 
 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額
相当額
(千円)

四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

建 物 4,179 3,343 835 

器 具 
備 品 

17,766 13,687 4,078 

合計 21,945 17,030 4,914 
  

 

 

取得
価額
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

建 物 4,179 4,179 ―

器 具 
備 品 

17,766 17,280 485

合計 21,945 21,459 485
  

 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末
残高
相当額
(千円)

建 物 4,179 3,970 208

器 具 
備 品 

17,766 16,382 1,384

合計 21,945 20,352 1,593
  

(2) 未経過リース料四半期末残高相

当額等 

(2) 未経過リース料四半期末残高相

当額等 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料四半期末残高相

当額 

未経過リース料四半期末残高相

当額 

未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 4,622千円

１年超 504千円

合計 5,127千円
  

 
１年内 504千円

１年超 ― 千円

合計 504千円
  

 
１年内 1,672千円

１年超   ― 千円

合計 1,672千円
  

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(4) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 
 

支払リース料 1,175千円

減価償却費相当額 1,107千円

支払利息相当額 39千円
  

 
支払リース料 1,175千円

減価償却費相当額 1,107千円

支払利息相当額 8千円
  

 
支払リース料 4,702千円

減価償却費相当額 4,428千円

支払利息相当額 112千円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成18年12月31日） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当第１四半期会計期間末（平成19年12月31日） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成19年９月30日） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 
１株当たり純資産額 57,590.61円

１株当たり 
四半期純損失 

2,823.13円

  

 
１株当たり純資産額 65,994.10円

１株当たり 
四半期純利益 

742.34円

  

 
１株当たり純資産額 65,714.70円

１株当たり当期純利益 6,924.13円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、当社

取締役及び従業員並びに子会社取締

役に対して新株引受権方式によりス

トックオプションを付与しておりま

すが、１株当たり四半期純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、当社

取締役及び従業員並びに子会社取締

役に対して新株予約権方式によりス

トックオプションを付与しておりま

すが、期中平均株価が新株予約権の

行使価格より低く、１株当たり四半

期純利益が希薄化しないため記載し

ておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、当社取

締役及び従業員並びに子会社取締役

に対して新株予約権方式によりス

トックオプションを付与しておりま

すが、期中平均株価が新株予約権の

行使価格より低く、１株当たり当期

純利益が希薄化しないため記載して

おりません。 

 １株当たり四半期純損失金額の算

定上の基礎は、以下の通りでありま

す。 

 １株当たり四半期純利益金額の算

定上の基礎は、以下の通りでありま

す。 

 １株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下の通りでありま

す。 
 
四半期純損失 98,154千円 

普通株主に帰属
しない金額 

― 

普通株式に係る
四半期純損失 

98,154千円 

期中平均株式数 34,767.80株 

潜在株式調整後
１株当たり四半
期純利益の算定
に用いられた普
通株式増加数 

― 

希薄化効果を有
しないため、潜
在株式調整後１
株当たり四半期
純利益の算定に
含めなかった潜
在株式の概要 

新株予約権３種 
(新株予約権の数 

3,023個) 

  

 
四半期純利益 27,504千円

普通株主に帰属
しない金額 

― 

普通株式に係る
四半期純利益 

27,504千円

期中平均株式数 37,050.48株

潜在株式調整後
１株当たり四半
期純利益の算定
に用いられた普
通株式増加数 

― 

希薄化効果を有
しないため、潜
在株式調整後１
株当たり四半期
純利益の算定に
含めなかった潜
在株式の概要 

新株予約権２種
(新株予約権の数

710個)

  

 
当期純利益 250,649千円

普通株主に帰属
しない金額 

― 

普通株式に係る
当期純利益 

250,649千円

期中平均株式数 36,199.45株

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益の算定に
用いられた普通
株式増加数 

2,285.00株

希薄化効果を有
しないため、潜
在株式調整後１
株当たり当期純
利益の算定に含
めなかった潜在
株式の概要 

新株予約権２種
(新株予約権の数

720個)

  
 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 


