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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当社は、前第２四半期累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、当事業年度におい

ては重要性が乏しい清算中の子会社１社を連結の範囲から除外し、四半期財務諸表を作成しております。この

ため、前年同四半期との比較は行っておりません。 

また、当社は医療関連情報サービス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。 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業業績が改善し、設備投資の持ち直しや雇用情勢の

改善傾向が続きました。個人消費も底堅い動きとなり、全体的に緩やかな回復基調で推移しました。 

当社の主要顧客である自治体、健康保険組合などの保険者においては依然として厳しい財政状態が続

いておりますが、国策として推進されているデータヘルスに関する関心が高まっており、データヘルス

関連サービスの需要は増加傾向にあります。 

このような状況下で、当第２四半期累計期間において当社は、保険者向け情報サービスにおいて、デ

ータヘルス関連サービスの販売活動を積極的に推進しました。 

紙レセプト時代からレセプトデータを分析してきた技術的アドバンテージと、データヘルスに適合し

た効果的・効率的なサービスの提供実績をもとに、国民健康保険向けを中心に受注を伸ばしております。 

地域別では、東日本地域で、従来から受注のあった首都圏や北海道をはじめとして、東北地方、北関

東および北陸など中部地方へも網羅的に営業を展開し、新規受注の獲得や、既存顧客への提供サービス

の追加受注につなげました。一方、西日本地域では、近畿圏を中心に新規受注を獲得したほか、既存顧

客への提供サービスの追加による受注拡大を積極的に推進しました。 

また、健康保険組合向けにおいても全国健康保険協会よりジェネリック差額通知業務を受注いたしま

した。 

受注数は着実に伸びておりますが、受注の多くは年度末での売上となるため、当第２四半期累計期間

の売上高は４億46百万円となっております。 

損益面につきましては、営業損失が１億59百万円、経常損失が１億56百万円、四半期純損失が１億49

百万円となりました。 

（季節変動について） 

当社の受注する案件は、保険者である自治体との契約が中心となるため、自治体の年度末である３月

末までを契約期間とする業務が多く、年間売上高の多くが第４四半期会計期間に計上されます。また人

件費・営業経費等の固定費は毎月ほぼ均等に発生するため、期中は営業損失が生じる季節変動の特徴が

あります。 

 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 （資産） 

流動資産は、売掛金が回収により３億 76 百万円減少したものの、短期借入金の返済や納税、仕掛作

業分の費用支払いなどにより現金及び預金は 24 百万円の減少となりました。このほか、売上が年度末

に集中するため仕掛品が１億 41 百万円増加したことなどにより、当第２四半期末の流動資産の残高は

前期末に比べて２億 58 百万円減少しました。 

また、固定資産に大きな増減はありません。 
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この結果、当第２四半期末の資産合計は、前期末に比べて２億 14 百万円減少し、９億 60 百万円と

なりました。 

（負債） 

当第２四半期末の流動負債の残高は、短期借入金の返済による減少 80 百万円のほか、未払金の増加

や未払消費税等の減少などにより前期末に比べて 69 百万円減少しました。 

また、固定負債に大きな増減はありません。 

この結果、当第２四半期末の負債合計は、前期末に比べて 73 百万円減少し、２億 49 百万円となり

ました。 

（純資産） 

当第２四半期末の純資産の残高は、四半期純損失１億 49 百万円により利益剰余金が減少し、７億

11 百万円となりました。 

また、借入金の返済により自己資本比率が 1.0 ポイント改善し、72.5％となりました。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 27 年５月８日付「平成 27 年３月期決算短信」で公表しました平成 28 年３月期の通期の業績予想

に変更はありません。 

 

 

２．サマリー情報 （注記事項） に関する事項 

（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。 
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 252,740 228,208 

売掛金 478,649 101,980 

仕掛品 23,322 164,437 

原材料及び貯蔵品 7,249 8,986 

その他 36,447 34,401 

貸倒引当金 △2,872 △612 

流動資産合計 795,535 537,400 

固定資産    

有形固定資産    

建物 136,333 128,611 

減価償却累計額 △71,533 △64,137 

建物（純額） 64,800 64,474 

構築物 1,200 1,200 

減価償却累計額 △1,161 △1,165 

構築物（純額） 39 35 

車両運搬具 8,578 9,336 

減価償却累計額 △8,578 △1,554 

車両運搬具（純額） 0 7,782 

工具、器具及び備品 205,903 221,382 

減価償却累計額 △178,835 △182,081 

工具、器具及び備品（純額） 27,067 39,301 

土地 70,844 70,844 

有形固定資産合計 162,750 182,435 

無形固定資産    

ソフトウエア 128,125 125,368 

ソフトウエア仮勘定 - 22,034 

その他 404 404 

無形固定資産合計 128,529 147,806 

投資その他の資産 88,039 92,766 

固定資産合計 379,319 423,008 

資産合計 1,174,853 960,408 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 9,661 4,869 

短期借入金 80,000 - 

未払金 60,663 102,596 

未払法人税等 5,344 2,349 

賞与引当金 33,714 46,963 

その他 109,401 72,586 

流動負債合計 298,784 229,363 

固定負債    

退職給付引当金 15,040 13,480 

その他 8,715 6,505 

固定負債合計 23,754 19,985 

負債合計 322,538 249,347 

純資産の部    

株主資本    

資本金 454,200 454,800 

資本剰余金 154,200 154,933 

利益剰余金 275,492 126,481 

自己株式 △52,516 △51,850 

株主資本合計 831,376 684,364 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 8,467 12,049 

評価・換算差額等合計 8,467 12,049 

新株予約権 12,472 14,647 

純資産合計 852,315 711,060 

負債純資産合計 1,174,853 960,408 
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（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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

売上高 446,723 

売上原価 256,608 

売上総利益 190,116 

販売費及び一般管理費 349,856 

営業損失（△） △159,740 

営業外収益  

受取利息 1 

受取配当金 229 

受取家賃 544 

助成金収入 150 

貸倒引当金戻入額 2,260 

雑収入 534 

営業外収益合計 3,718 

営業外費用  

支払利息 207 

営業外費用合計 207 

経常損失（△） △156,229 

特別利益  

固定資産売却益 2,435 

特別利益合計 2,435 

特別損失  

固定資産除却損 54 

特別損失合計 54 

税引前四半期純損失（△） △153,848 

法人税、住民税及び事業税 449 

法人税等調整額 △5,286 

法人税等合計 △4,838 

四半期純損失（△） △149,010 
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（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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △153,848 

減価償却費 36,959 

株式報酬費用 2,411 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,559 

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,249 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,260 

受取利息及び受取配当金 △231 

支払利息 207 

固定資産売却損益（△は益） △2,435 

固定資産除却損 54 

売上債権の増減額（△は増加） 376,669 

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,852 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,793 

その他 13,297 

小計 134,868 

利息及び配当金の受取額 231 

利息の支払額 △132 

法人税等の支払額 △3,116 

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,851 

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 △30,110 

有形固定資産の売却による収入 2,435 

敷金及び保証金の差入による支出 △3,601 

敷金及び保証金の回収による収入 2,070 

無形固定資産の取得による支出 △42,861 

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,068 

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） △80,000 

配当金の支払額 △1 

ストックオプションの行使による収入 563 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,200 

リース債務の返済による支出 △6,077 

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,315 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,532 

現金及び現金同等物の期首残高 252,740 

現金及び現金同等物の四半期末残高 228,208 
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(４) 四半期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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

  該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

当社の事業セグメントは、医療関連情報サービス事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略

しております。 
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