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Q3: 生体情報モニタについて、海外だけでなく国内でも問い合わせが増加しているということだが、2021

年３月期の業績見通しに織り込んでいるか。 

A3：国内は海外に比べて医療提供体制は整備されており、海外ほどの特需は見られない。また、IT シス

テムの更新商談が延期されている状況や 2020 年３月期が好調だったことを踏まえ、2021 年３月期の

国内売上高は横ばいと見ている。需要が急増している海外では二桁増収を見込んでおり、生体情報

モニタ全体では前期比 5.4％の増収を見込んでいる。 

 

Q4：米国での新型コロナウイルス感染拡大の影響を教えてほしい。中位機種ベッドサイドモニタの FDA

再申請に向けた進捗状況はどうか。 

A4：米国では、新型コロナウイルスの感染拡大による特需もあるが、当社のモニタリングソリューショ

ンを高く評価いただいている。中位機種ベッドサイドモニタについては、現在サイバーセキュリテ

ィ対策を進めており、2020 年度上期再申請の予定に変更はない。 

 

Q5: 米国で提供を開始したサブスクリプションモデルについて、詳しく教えてほしい。今後、米国以外

で展開する予定はあるか。 

A5：サブスクリプションモデルは、当社が提携業者に医療機器を販売し、提携業者が医療機関に月額利

用料を請求する形式である。保守サービス等を追加で提供する場合は、月額利用料が上がる。サブ

スクリプションモデルでの提供より、医療機関は初期導入コストを抑えて医療機器やサービスを利

用することができる。新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後は医療機関の経営悪化が懸念さ

れることもあり、財務面で医療機関を支援できるサブスクリプションモデルは重要と考えている。

但し、米国では、私立病院が多いことから、サブスクリプションモデルが受け入れられやすい一方

で、欧州や新興国では官公立病院が主体のため、サブスクリプションモデルの導入には課題がある。

日本においても同様に課題があり、導入までには時間を要すると考えている。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

＜ご留意事項＞ 

※本資料は、投資家の皆様へのご参考として掲載しています。説明会でお話したこと全てをそのまま書き起こ

したものではなく、当社の判断で簡潔にまとめたものであることをご了承ください。 

※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および合理的で

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。 


