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Ⅰ． 事 業 報 告 

 

１．当社の現況に関する事項 

（１）事業の経過及びその成果 

当会計年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用状況に改善がみられ、景気は緩やかな

回復基調が続いております。しかしながら、英国や米国での経済政策の変化による影響、中国

を始めアジア新興国等の経済の先行きや政策に関する不確実性による影響、金融資本市場の変

動の影響等により、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

医療機器業界においては、増え続ける医療費削減の課題やM＆Aによる業種を超えての市場

参入の動きも活発に行われるなど、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況下で、当社は、日立グループ共通目標である 2018 中計達成に向けた成長戦

略の実行のため、当年度より日立ＭＣ事業戦略を策定し、2018年度中計達成に向け事業ポート

フォリオの変革に向けた収益構造の改善に取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は、8,772 百万円と前期に比べて 341 百万円（前期比 4.0％）増収となり

ました。営業利益は、△17 百万円と前期と比べ△142 百万円の減益、経常利益は、△22 百万

円と前期に比べ△150百万円の減益、当期純利益は、△2百万円と前期に比べて△55百万円の

減益となりました。 

セグメント業績は、次のとおりであります。 

医療情報システムは、医科及び歯科システムの旧機種のリプレース促進、調剤システムの他

社品からのリプレース促進等の諸施策により売上高は、3,688 百万円と前期と比べ△218 百万

円減収となりました。 

保守サービス等の売上は、レセプトチェックシステム(べてらん君）と保守サービスの増加、

および錠剤分包機等の薬局周辺機器の増加により売上高は、5,084 百万円と前期と比べて 559

百万円増収となりました。 

以上により2016年度総売上については、下表のとおり前年度比4％増となりました。 

 

部   門 金額（百万円） 構成比（％） 前年度比（％） 

 医科システム 1,929 22 81 

 調剤システム 1,221 14 119 

 歯科システム 537 6 109 

医療情報システム計 3,688 42 94 

保守サービス他 5,084 58 112 

合 計 8,772 100 104 

（記載金額および比率は単位表示未満の端数を切り捨てて表示しております。） 
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（２）対処すべき課題 

① ユーザ基盤の維持・拡大 

・ラインナップ絞込み（製品集約）、自社リプレース促進により顧客基盤確保 

・販売強化、開発加速など経営資源の積極的投資により新規開業獲得 

② 販売チャネルの再構築 

・既存サポート販社との関係強化、新規サポート販社の開拓 

・専任営業の育成 

③ 市場動向にマッチした商品開発 

・地域包括ケア  :  訪問・在宅診療、介護、食支援 

・国策/制度への対応  :  医療 ICT、セキュリティ 

 

（３）設備投資の状況 

ソフトウェア開発用設備等に 7百万円を投資しました。 

 

（４）借入金及び資金調達の状況（2017年 3月 31日現在） 

借入金残高はありません。 

 

（５）財産及び損益の状況の推移 

 

区分 

 

単位 

第34期 

(2013年度) 

 

第35期 

(2014年度) 

第36期 

(2015年度) 

第37期 

(2016年度) 

（当期） 

  医科システム 百万円 (2,535) (2,277) (2,385) (1,929) 

売 

上 

高 

 調剤システム 百万円 (1,288) (1,022) (1,028) (1,221) 

 歯科システム 百万円 (1,157) (877) (492) (537) 

医療情報システム計 百万円 4,980 4,177 3,906 3,688 

 保守サービス他 百万円 3,667 3,923 4,525 5,084 

合計 百万円 8,648 8,100 8,431 8,772 

経常利益又は経常損失(△) 百万円 692 260 128 △ 22 

当期純利益又は当期純損失(△) 百万円 421 137 53 △ 2 

１株当たり当期純利益又は純損失(△) 円 648.03 211.53 82.58 △ 3.25 

純資産 百万円 2,112 2,249 2,303 2,275 

総資産 百万円 5,109 4,906 5,133 4,928 

（記載金額および比率は単位表示未満の端数を切り捨てて表示しております。） 
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（６）主要な事業内容 

部 門 主な事業内容 

医療情報システム 医科システムの開発・販売 

調剤システムの開発・販売 

歯科システムの開発・販売 

保守サービス他 上記関連システムの保守サービス、ソフトウエアサービス事業および医

療機器の販売 

 

（７）主要な事業所 

名称 所在地 名称 所在地 

本社 東京都品川区 中部支店 愛知県名古屋市 

三重事業所 三重県津市 北陸営業所 石川県金沢市 

北海道支店 北海道札幌市 関西支店 大阪府大阪市 

東北支店 宮城県仙台市 中国支店 広島県広島市 

首都圏支店 東京都品川区 四国営業所 香川県高松市 

横浜営業所 神奈川県横浜市 九州支店 福岡県福岡市 

新潟営業所 新潟県新潟市 九州南営業所 鹿児島県鹿児島市 

北関東営業所 栃木県宇都宮市 サポートセンター 東京都品川区 

 

（８）従業員の状況（2017年 3月 31日現在） 

区分 医療情報システム 保守サービス他 合計 

従業員数（名） 267 109 376 

（前期比較増減） （－12） （＋5） （－7） 
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２．会社の株式に関する事項 

（１）発行可能株式の総数           2,600,000株 

 

（２）発行済株式の総数             650,000株 

資本金     325,000,000円 

株式の種類等     普通株式 

 

（３）株主数                     1名 

 

（４）大株主 

株主名 持株数（株） 持株比率（％） 

(株)日立製作所 650,000 100.00 

 

 

３．会社役員に関する事項 

（１）取締役及び監査役の氏名地位及び担当等 

（2017年 3月 31日現在） 

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役 取締役社長 伊藤 義文 
経営全般、スマトラ推進室、経営戦略本部長、 

品質保証部、業務サポート部 

常務取締役 佐々木 茂延 営業本部長 

常務取締役 渡邊 嘉也 開発本部長、システム本部 

取締役 上田 訓人 総務部長、資材部、財務部 

取締役（非常勤） 香田 克也 
(株)日立製作所ヘルスケアビジネスユニット 

ヘルスケアソリューション事業部長 

監査役（非常勤） 小町 博之 
(株)日立製作所ヘルスケアビジネスユニット 

財務本部副本部長 

 

(注） １．伊藤義文氏は、2016年4月1日付で代表取締役 取締役社長に就任いたしました。 

２．上田訓人氏は、2016年4月1日付で取締役に就任いたしました。 

３．小町博之氏は、2016年4月1日付で監査役に就任いたしました。 

４．小町博之氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 
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（２）その他会社役員に関する重要な事項 

2017年3月8日 臨時株主総会決議により、2017年4月1日付 取締役及び監査役の選任を

行いました。 

また、2017年4月1日 取締役会決議により、2017年4月1日付 代表取締役及び取締役社

長の選定、同年 4月 3日 取締役会決議により、2017年 4月 1日付 取締役の役位及び管掌の

決定を行い、以下の体制となりました。 

（2017年 4月 1日現在） 

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役 取締役社長 伊藤 義文 経営全般 

常務取締役 佐々木 茂延 営業本部長 

常務取締役 小泉 憲一 
経営戦略本部長、スマトラ推進室長、 

業務サポート部 

取締役 上田 訓人 総務部長、資材部、財務部 

取締役 山中 俊哉 開発本部長、品質保証部、システム本部 

取締役（非常勤） 香田 克也 
(株)日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 

ヘルスケアソリューション事業部長 

監査役 有安 秀之 － 

監査役（非常勤） 麻蒔 昌史 
(株)日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 

CFO (兼) 財務本部長 

 

(注） １．渡邊嘉也氏は、2017年3月31日付をもって任期満了により退任いたしました。 

２．小町博之氏は、2017年3月31日付をもって辞任いたしました。 

３．小泉憲一、山中俊哉の両氏は、2017年4月1日付で取締役に就任いたしました。 

４．有安秀之、麻蒔昌史の両氏は、2017年4月1日付で監査役に就任いたしました 

５．麻蒔昌史氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 

 

 

４．会社の体制及び方針 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．監査役が業務監査権限を持ち、各取締役の担当業務の執行状況を確認する。 

ロ．監査役は取締役会に出席し、取締役会の出席及び審議の状況を確認する。 

ハ．法令違反行為の予防のために、親会社の内部通報制度を活用する。 

ニ．取締役は就任に当たり、宣誓書及び就任承諾書を会社に提出する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ．取締役会規則で取締役会の決定に関する記録を作成保存し、決裁文書についは永年保

存する旨を定める。 

ロ．上記の記録及び文書については、監査役の要求があった場合、取締役は速やかに提出

するものとする。 

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

イ．コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害、品質、輸出管理等にかかるリス
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クについては、それぞれの対応部署にて、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、

研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制をとる。 

ロ．新たに生じたリスクへの対応のために、必要な場合は取締役社長から全社に示達する

とともに、速やかに対応責任者となる取締役を定める。 

ハ．リスクが現実化し、重大な損害の発生が予想される場合には、取締役は速やかに監査

役に報告する。 

二．使用人等が取締役に直接通報する「コンプライアンス内部通報制度」を設置する。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．全社に影響を及ぼす重要事項について、会議の開催による多面的な検討を経て慎重に

決定するための仕組みとして、取締役会規則を定める。 

ロ．目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るために、全社及び各

部門の目標値を期予算として策定し、予算に基づき業績管理を行う。 

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．日立グループ行動規範ハンドブックを配布し、遵守を求める。 

ロ．就業規則をイントラに掲載し、周知に努める。 

ハ．コンプライアンス内部通報制度を定め運用する。 

ニ．毎年度策定している社長方針で、法令遵守を繰り返し強調しており必要に応じて全従

業員に書面で配布して周知徹底する。 

⑥ 当該株式会社並びにその親会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

⑥－１親会社との関係における体制 

イ．当社の取締役、監査役は親会社の業務役員が兼務している。 

ロ．当社の年度、期予算は親会社の予算審議会での承認を受けている。 

ハ．当社は親会社監査室の内部監査を 1回／2～3年のサイクルで受けている。 

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項 

イ．監査役が職務を補助する使用人を必要とするときは、担当の取締役にその旨を連絡し、

担当取締役は必要な措置を講じるように努める。 

⑧ 前号の使用人の取締役らの独立性に関する事項 

イ．監査役の要請によって、その職務を補助することとなった使用人については、担当の

取締役から、上長に対して監査役の当該使用人に対する指示の実効性を要請する。 

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告への体制 

イ．予算の実推については、担当の取締役から毎月監査役に報告する。 

ロ．各取締役が担当業務に関して行った決定を記録した決裁文書の内容については、監査

役の要求があればその都度、監査役に報告する。 

ハ．コンプライアンス内部通報制度による通報の状況について同制度の事務局はその都度、

監査役に報告する。当該通報制度による通報者について、通報したことを理由として

不利益な取扱いをしない旨会社規則に定め、事務局はその運用を徹底する。 

取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監

査役に当該事実を報告しなければならない。 
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⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ．監査役は取締役社長と必要に応じて意見交換を実施する。 

ロ．監査役は親会社が実施した内部監査の結果について、報告を受ける。 

 

（２）内部統制システムの運用状況の概要 

・当社取締役は、その就任にあたって就任承諾書及び法令・定款等に従い、高い倫理観と善

管注意義務をもって職務を遂行する旨の宣誓書を提出しています。また、監査役が取締役

の業務監査権限を持ち、取締役会への出席などを通じて取締役の職務の執行状況を確認し

ています。 

・コンプアライアンス、情報セキュリティ、環境、災害、品質、輸出管理等にかかるリスク

については、必要に応じて規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・

配布等を行っています。また、取締役会ほか重要な会議における報告等を通じ、新たなリ

スクの発生可能性の把握に努めています。 

・法令及び定款に定める事項の他、取締役会は審議・報告すべき附議事項を規則に定め、こ

れに基づき多面的な検討と慎重な決定を行っています。 

・（ヘルスケアＢＵ）の経営方針に基づき、当社の事業戦略、実行施策、財務数値の目標値

を中期経営計画及び年度予算として策定し、これらに基づいた業績管理を行っています。 

・当社の従業員が事務局に通報することができる「コンプライアンス内部通報制度」を設置

し、従業員に周知しています。当該通報制度により違法行為等の疑いに関する内部通報を

受け付け、必要な調査を行うこととし、また通報者は、通報したことにより不利益な取り

扱いを受けない旨を会社規則として定めています。 

・従業員に対して定期的なコンプライアンス教育を実施するとともに、社長方針・メッセー

ジにおいて法令及び基本と正道の遵守を繰り返し強調しております。 

・当社は親会社により定期的な内部監査とその結果の適切なフィードバックを受けており、

監査役に報告するとともに、業務の適正の確保に役立てております。 

・財務部及び総務部等に所属する従業員が、監査役の事務を補助しています。また、当該従

業員が監査役の事務を補助する際には、取締役の指揮命令を受けていないものとしていま

す。 

 

（３）剰余金の配当等の決定に関する方針 

剰余金の配当については、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確

保しつつ実施しております。 
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前会計年度
(2016年 3月31日)

当会計年度
(2017年 3月31日)

(資 産 の 部) 千円 千円

　流　 動 　 資 　産 3,478,888 3,489,937
　　現金及び預金 747,074 789,277
　　受 取 手 形 233,454 319,927
　　売　掛　金 2,129,645 1,996,670
　　商　　  品 188,893 137,890
　　貯　蔵　品 3,049 2,854
　　仕　掛　品 1,876 7,393
　　繰延税金資産 117,968 106,976
　　その他流動資産 59,880 130,696
　　貸倒引当金 △ 2,955 △ 1,750
　固　 定 　資 　産 1,654,933 1,439,017
　　有形固定資産 241,690 226,970
　　　建物及び建物附属設備 115,348 106,956
　　　構　築　物 619 541
　　　工具器具備品 35,690 29,441
　　　土　　　　地 90,031 90,031
　　無形固定資産 1,142,057 985,657
　　　ソフトウエア 1,038,428 951,714
　　　ソフトウエア仮勘定 93,083 23,440
　　　電話加入権 10,467 10,467
　　　その他無形固定資産 77 35
　　投資等 271,185 226,388
　　　差入敷金保証金 19,495 19,156
　　　繰延税金資産 244,680 200,222

    　その他投資 15,601 9,102
　　　貸倒引当金 △ 8,591 △ 2,092
　資　 産　 合 　計 5,133,821 4,928,954
(負 債 の 部)
　流　 動  　負　 債 2,201,149 2,083,673
　　買 掛 金 1,486,593 1,473,567
　　未払法人税等 47,727 11,998
　　未払費用 461,899 476,850
　　製品保証引当金 24,596 23,687
　　その他流動負債 180,333 97,570
　固　 定　  負 　債 629,295 570,018
　　長期未払金 － 159,614
　　退職給付引当金 594,003 375,274
　　資産除去債務 35,292 35,129
　負　 債 　 合 　計 2,830,445 2,653,692
(純 資 産 の 部)
　資　　　本　　　金 325,000 325,000
　資　本　剰　余　金 2,000 2,000
　　資本準備金 2,000 2,000
　利　益　剰　余　金 1,976,376 1,948,262
　　利益準備金 80,000 80,000
　　別途積立金 1,370,000 1,370,000
　　繰越利益剰余金 526,376 498,262
　　(うち当期純利益（損失△)) (53,679) (△2,114)

　純資産（株主資本）合計 2,303,376 2,275,262
　負債 及び 純資産合計 5,133,821 4,928,954

Ⅱ． 計 算 書 類 

 

Ⅰ．貸借対照表 

（記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。） 
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２．損益計算書 

 （記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。） 

 

 

３．株主資本等変動計算書 

 （記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。） 

  

前会計年度
　自 2015年 4月 1日
　至 2016年 3月31日

当会計年度
　自 2016年 4月 1日
　至 2017年 3月31日

( 経 常 損 益 の 部 )

　営 業 損 益 の 部 千円 千円

　　売  上  高 8,431,866 8,772,843

　　売 上 原 価 4,383,887 4,831,668

　　販売費及び一般管理費 3,923,502 3,959,105

　　営 業 利 益 124,475 △ 17,930

　営業外損益の部

　　営業外収益

　　　受取利息及び配当金 - -

　　　そ の 他 5,409 1,336

　　営業外費用

　　　支払利息 △ 331 -

　　　そ の 他 △ 1,348 △ 6,240

　　経 常 利 益 128,204 △ 22,834

( 特 別 損 益 の 部 )

　　特別利益 － 37,010

　税引前当期純利益 128,204 14,176

　法人税、住民税及び事業税 126,827 △ 39,158

　法人税等調整額 △ 52,302 55,449

　当期純利益（損失△） 53,679 △ 2,114

（単位：千円）

別途
積立金

繰越利益
剰余金

前期末残高 325,000 2,000 2,000 80,000 1,370,000 526,376 1,976,376 2,303,376 2,303,376

0 0 0

当期変動額

利益準備金等への繰入 0 0 0 0

剰余金の配当 △26,000 △26,000 △26,000 △26,000

当期純利益 △2,114 △2,114 △2,114 △2,114

当期変動額合計 0 0 0 0 0 △28,114 △28,114 △28,114 △28,114

当期末残高 325,000 2,000 2,000 80,000 1,370,000 498,262 1,948,263 2,275,262 2,275,262

会計方針の変更による影響額

資本金

利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計

純資産
合計

株主資本

その他利益剰余金

計
利益

準備金

資本剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金
計

評価・
換算

差額等
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４．個別注記表 

【財務諸表作成の基本となる重要な事項】 

（１）棚卸資産の評価方法及び評価基準 

① 商品・・・・・・・ 移動平均法  

② 材料・・・・・・・ 個別法に基づく原価法  

 

（２）固定資産の減価償却方法     

① 有形固定資産    定額法を採用しております。     

② 無形固定資産  

・ソフトウェア  市場販売目的ソフトウェアについては、見込販売数量に基づく償

却額または見込有効期間(3 年)に基づく均等配分額のいずれか大

きい額を償却とする方法。自社利用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)に基づく定額法を採用しております。

     

③ 長期前払費用･････  均等償却 

 

（３）引当金の計上基準 

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、個別の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により費用処理することとしております。 

数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10 年)

による定額法により、翌会計年度から費用処理することとしております。     

③ 製品保証引当金 

商品のアフターサービスの費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費の発生見

込み額を過去の実績を基礎として計上しております。  

 

（４）リ－ス取引の処理方法 

リ－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-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。 

 

（５）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
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【財務諸表に関する注記事項】    

（貸借対照表の注記） 

（１）親会社に対する短期金銭債権 121,907千円 

（２）親会社に対する短期金銭債務 498,392千円 

（３）親会社に対する長期金銭債務 0円 

（４）子会社に対する短期金銭債権 0円 

（５）子会社に対する短期金銭債務 0円 

（６）有形固定資産の減価償却累計額 360,616千円 

 

（損益計算書の注記） 

（１）親会社に対する売上高 420,404千円 

（２）親会社に対する仕入高 1,286,079千円 

（３）親会社に対する営業取引以外の取引高 0円 

（４）子会社に対する売上高 0円 

（５）子会社からの仕入高 0円 

（６）子会社との営業取引以外の取引高 0円 

 

（税効果会計の注記） 

繰延税金資産の主な内容は、ソフトウェア資産の否認額、及び負債性引当金（賞与引当金、

退職給付引当金等）であります。 

なお、評価性引当金は、13,485千円であります。 

    

（リ－スにより使用する固定資産の注記）      

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リ－ス契約により使用している固定資産として車両

運搬具（主に営業車両）と社内インフラ設備等があります。    

    

（一株当たり情報に関する注記）      

（１）１株当たり純資産額              3,500円40銭 

（算定上の基礎）    

① 純資産額                  2,275,262千円 

② 株式数                       650,000株  

（２）１株当たり当期純利益             △3円25銭 

（算定上の基礎）    

① 当期純利益                 △2,114千円  
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（退職給付に関する注記）       

（１）採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び企業年金基金制度を設けてお

ります。 

 

（２）退職給付債務に関する事項 （2017年 3月 31日現在）  

  千円 

イ．退職給付債務 △  1,293,676  

ロ．年金資産 924,877  

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ 368,799  

ニ．未認識数理計算上差異 △ 19,915  

ホ．未認識過去勤務債務 13,440   

へ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △ 375,274  

 

（３）退職給付費用に関する事項 （2016年 4月 1日から 2017年 3月 31日まで）  

   千円 

イ．勤務費用 94,585  

ロ．利息費用  5,519  

ハ．期待運用収益（減算） △ 20,358  

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 5,303  

ホ．過去勤務債務の費用処理額 17,920   

ヘ．退職給付費用計 102,969  

 

（４）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

② 割引率  0.3％ 

③ 期待運用収益率 2.5％ 

④ 数理計算上の差異の処理年数 10 年（各期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により、翌会計年度から費用処

理しております。） 

⑤ 過去勤務債務の額の処理年数 10 年（各期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により費用処理しております。） 

 

（重要な後発事象の注記） 

該当事項はありません。 
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Ⅲ． 附 属 明 細 書 

 

１．事業報告に係る附属明細書 

（１）他の会社の業務執行取締役等を会社役員についての兼務の状況の明細 

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況 

取締役（非常勤） 香田 克也 
(株)日立製作所ヘルスケアビジネスユニット 

ヘルスケアソリューション事業部長 

監査役（非常勤） 小町 博之 
(株)日立製作所ヘルスケアビジネスユニット 

財務本部副本部長 

 

（２）第三者との間の取引であって、当該株式会社と会社役員又は支配株主との利益が相反

するものの明細 

該当事項はありません。 

 

 

  



- 15 - 

２．計算書類に係る附属明細書   

（１）有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 

 

（２）引当金の明細 

 

  

減価償却

区分 資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 期末残高 累計額

千円 千円 千円

建物及び建物附属設備 115,348 410 348 8,454 106,956 142,606

構築物 619 169 - 247 541 9,299

工具器具備品 35,690 7,632 63 13,818 29,441 208,710

土地 90,031 - - - 90,031 -

建設仮勘定 - 8,212 8,212 - - -

有形固定資産　計 241,690 16,424 8,623 22,520 226,970 360,616

ソフトウエア 1,038,428 603,717 34,557 655,874 951,714 5,215,658

ソフトウエア仮勘定 93,083 544,458 614,101 - 23,440 -

特許権 12 - - 12 - 600

電話加入権 10,467 - - - 10,467 -

営業権 - - - - - 3,710

商標権 65 - - 30 35 265

無形固定資産　計 1,142,057 1,148,175 648,659 655,916 985,657 5,220,233

子会社株式 - - - - - -

差入敷金保証金 19,495 180 518 - 19,156 -

長期前払費用 - - - - - 12,752

長期繰延税金資産 244,680 - 44,457 - 200,222 -

貸倒引当金 △ 8,591 8,601 2,102 - △ 2,092 -

その他投資 15,601 2,102 8,601 - 9,102 5,000

投資等　計 271,185 10,883 55,678 - 226,388 17,752

合　　　　計 1,654,933 1,175,482 712,960 678,436 1,439,017 4,974,187
（注）当期減少のうち、主なものは次の通りです。
　　　　ソフトウェア仮勘定・・・・・【医科】HiW3R定期機能ｱｯﾌﾟ(9末)(ﾚｾ)(33.3M\)、【医科】MOA平成28年3月4月改定(39.2M\)､【ｿﾌﾄ】べてらん君ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ(51.1M\)他

千円 千円 千円 千円 千円

貸倒引当金 11,546 3,842 7,980 3,566 3,842

製品保証引当金 24,596 23,687 －　 *1 24,596 23,687

退職給付引当金 594,003 102,969 321,699 －　 375,274

　　　　（記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。）

(*1)洗替による減少額です。

区分 期首残高 当期増加額 期末残高
当期減少額

目的使用 その他
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（３）販売費及び一般管理費の明細 

 

 

 

以上 

科　　目 金　　額 摘　　要
千円

役員報酬 55,200

従業員給与 2,689,987

旅費 220,767

運搬費 51,799

通信費 56,312

消耗品費 40,851

外注経費 540,646

賃借料 365,953

減価償却費 678,507

販売手数料 174,442

その他 △ 915,362

計 3,959,105
　　（記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。）












