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1. 平成30年6月期第1四半期の連結業績（平成29年7月1日～平成29年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年6月期第1四半期 250 ― △169 ― △172 ― △164 ―

29年6月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 30年6月期第1四半期　　△166百万円 （―％） 29年6月期第1四半期　　―百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

30年6月期第1四半期 △47.07 ―

29年6月期第1四半期 ― ―

（注）平成29年６月期第１四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりません。

このため、前年同四半期の経営成績および前年同四半期増減率については記載しておりません。

(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

30年6月期第1四半期 1,235 731 58.3 205.82

29年6月期 1,319 914 68.6 258.22

（参考）自己資本 30年6月期第1四半期 720百万円 29年6月期 904百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年6月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

30年6月期 ―

30年6月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 6月期の連結業績予想（平成29年 7月 1日～平成30年 6月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

通期 2,500 36.8 160 51.3 158 42.5 130 27.5 37.11

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※当社は売上・利益ともに下期に偏重する傾向があるため、第２四半期連結累計期間の業績予想の記載を省略しております。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年6月期1Q 3,565,060 株 29年6月期 3,565,060 株

② 期末自己株式数 30年6月期1Q 62,351 株 29年6月期 62,351 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年6月期1Q 3,502,709 株 29年6月期1Q 3,500,709 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

業績予想の背景、前提条件については、３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

前第１四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同期比は記載し

ておりません。 

 また、当社グループ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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度に引き続き設備投資に持ち直し

の動きがあり、雇用情勢も改善傾向が続きました。企業収益や個人の消費マインドに足踏みが見られ

ますが、各種政策の効果もあり、全体的に緩やかな回復基調となりました。 

 当社グループの主要顧客である自治体（国民健康保険）、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くなかで、国策として推進されているデータヘルス関連サービスの需要

は引き続き増加傾向にあります。特に、当連結会計年度が、第２期データヘルス計画および第３期特

定健康診査等実施計画の策定年度にあたり、これらの計画策定業務の大幅な需要増加が見込まれま

す。 

 このような状況下で、当第１四半期連結累計期間において当社グループは、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いたしました。 

 全国で網羅的な営業を展開するため前連結会計年度から引き続き営業人員を増強しており、東日本

地域において東北や中部など従来取引の少なかったエリアでの新規受注、西日本地域においても従来

から取引のあった中国地方で新規サービスの追加により、順調に受注を伸ばしております。 

しかし、受注の多くは自治体の年度末である３月末の売上となるため、当第１四半期連結累計期間

の売上高は２億50百万円となっております。 

損益面につきましては、営業損失が１億69百万円、経常損失が１億72百万円、親会社株主に帰属す

る四半期純損失が１億64百万円となりました。 

 

（季節変動について） 

当社グループの受注する案件は、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３四半期連結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、第２四半期連結累計期間ま

では営業損失が生じる季節変動の特徴があります。 
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（２）財政状態に関する説明 

 （資産） 

流動資産は、仕掛作業分の費用支払いや納税などにより現金及び預金が１億 94 百万円減少したも

のの、売上が第３四半期に集中するため仕掛品が１億 30 百万円増加したことなどにより、当第１四半

期末の流動資産の残高は前期末に比べて、82百万円の減少となりました。 

なお、固定資産に大きな増減はありません。 

この結果、当第１四半期末の資産合計は、前期末に比べて 83百万円減少し、12億 35 百万円となり

ました。 

（負債） 

当第１四半期末の流動負債の残高は、短期借入金の増加１億円、取引先への未払金の増加 25 百万

円、その他に含まれる受注先からの前受金の増加 40百万円および賞与引当金の増加 31百万円のほか、

その他に含まれる未払法人税等および未払消費税等の納付による減少 90 百万円などにより前期末に

比べて１億３百万円の増加となりました。 

なお、固定負債に大きな増減はありません。 

この結果、当第１四半期末の負債合計は、前期末に比べて１億円増加し、５億４百万円となりまし

た。 

（純資産） 

当第１四半期末の純資産の残高は、親会社株主に帰属する四半期純損失１億 64 百万円および配当

金の支払いにより利益剰余金が減少し、７億 31百万円となりました。 

また、短期借入金などの負債が増加したため自己資本比率が 10. 3ポイント悪化し、58.3％となり

ました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 29年８月 10日付「平成 29年６月期決算短信」で公表しました平成 30 年６月期の通期の業績予

想に変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成29年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 453,343 259,005 

売掛金 144,529 109,502 

仕掛品 102,514 232,814 

貯蔵品 10,410 8,853 

その他 38,445 56,217 

貸倒引当金 △883 △657

流動資産合計 748,359 665,734 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 140,992 140,992 

減価償却累計額 △72,869 △74,011

建物及び構築物（純額） 68,123 66,981 

車両運搬具 9,336 9,336 

減価償却累計額 △5,528 △5,845

車両運搬具（純額） 3,808 3,491 

工具、器具及び備品 217,999 220,853 

減価償却累計額 △130,475 △136,277

工具、器具及び備品（純額） 87,524 84,576 

土地 70,844 70,844 

有形固定資産合計 230,299 225,892 

無形固定資産 

ソフトウエア 184,872 181,354 

ソフトウエア仮勘定 8,311 15,063 

のれん 40,444 38,422 

その他 404 404 

無形固定資産合計 234,031 235,243 

投資その他の資産 106,533 109,103 

固定資産合計 570,862 570,238 

資産合計 1,319,221 1,235,971 

㈱データホライゾン （3628） 平成30年６月期 第１四半期決算短信

4



（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成29年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 5,894 4,282 

短期借入金 - 100,000 

未払金 63,312 89,255 

未払費用 90,739 93,484 

賞与引当金 42,101 73,750 

その他 138,656 83,824 

流動負債合計 340,702 444,595 

固定負債 

退職給付に係る負債 15,823 16,085 

その他 47,867 43,990 

固定負債合計 63,691 60,075 

負債合計 404,392 504,670 

純資産の部 

株主資本 

資本金 456,600 456,600 

資本剰余金 159,582 159,582 

利益剰余金 316,716 134,323 

自己株式 △41,527 △41,527

株主資本合計 891,371 708,978 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 13,092 11,957 

その他の包括利益累計額合計 13,092 11,957 

新株予約権 10,366 10,366 

非支配株主持分 - - 

純資産合計 914,829 731,302 

負債純資産合計 1,319,221 1,235,971 
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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１四半期連結累計期間）

（単位：千円） 

 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年７月１日 
至 平成29年９月30日) 

売上高 250,012 

売上原価 164,183 

売上総利益 85,829 

販売費及び一般管理費 255,733 

営業損失（△） △169,904

営業外収益 

受取利息 0 

受取家賃 135 

助成金収入 937 

雑収入 169 

貸倒引当金戻入額 260 

営業外収益合計 1,501 

営業外費用 

支払利息 233 

支払保証料 690 

支払手数料 3,000 

営業外費用合計 3,923 

経常損失（△） △172,326

特別損失 

固定資産除却損 0 

特別損失合計 0 

税金等調整前四半期純損失（△） △172,326

法人税、住民税及び事業税 704 

法人税等調整額 △8,151

法人税等合計 △7,447

四半期純損失（△） △164,879

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △164,879
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円） 

 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年７月１日 
至 平成29年９月30日) 

四半期純損失（△） △164,879

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △1,134

その他の包括利益合計 △1,134

四半期包括利益 △166,014

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △166,014

非支配株主に係る四半期包括利益 - 
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(３) 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） 

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）

当社グループ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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