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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 

前事業年度は決算期変更の経過期間であり、平成28年４月１日から平成28年６月30日までの３カ月

間の変則決算となっておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

 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、前事業年度に引き続き企業収益は高い水準にあり、

雇用情勢も改善傾向が続きました。設備投資の持ち直し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。 

 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いたしました。 

 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、国民健康保険向けに受注を拡大しております。全

国で網羅的な営業を展開するため営業人員を増強し、さらに東北地方の受注拡大を進めるため平成28

年９月に株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスと業務提携を行いました。また、既存サ

ービスの改善や新サービスの提供に備えるための研究開発にも積極的な投資を行っております。 

 地域別では、東日本地域において平成28年２月に拡大移転した東京本社で人員を増強し積極的な営

業を行った結果、首都圏をはじめとして東北・中部地方などでも新規契約が順調に増加いたしました。

また、平成28年１月に札幌オフィスを開設した北海道地域においても既存契約先の継続および新規契

約を獲得しております。西日本地域では、近畿圏への営業活動を強化し、新規契約および既存契約先

からの追加受注に繋げております。また、その他の西日本地域においても順調に受注を獲得しており

ます。 

 受注数は着実に伸びておりますが、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２四半期累計期間の売上高は５億84百万円となっております。 

損益面につきましては、営業損失が１億40百万円、経常損失が１億37百万円、四半期純損失が１億36

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３四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、第２四半期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）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、仕掛作業分の費用支払いや設備投資などにより現金及び預金が１億 86 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 57 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 30 百万円の減少となりました。 

また、固定資産はサーバー設備の更新による工具、器具及び備品ならびにソフトウエアの増加によ

り、当第２四半期末の固定資産の残高は前期末に比べて 74 百万円増加しました。 

この結果、当第２四半期末の資産合計は、前期末に比べて 44 百万円増加し、10 億 76 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、短期借入金の増加およびサーバー設備の更新に伴うその他に

含まれるリース債務の増加などにより前期末に比べて１億 33 百万円の増加となりました。 

また、固定負債についてもサーバー設備の更新によりその他に含まれるリース債務が増加したため、

当第２四半期末の固定負債の残高は前期末に比べて 48 百万円増加しました。 

この結果、当第２四半期末の負債合計は、前期末に比べて１億 81 百万円増加し、４億１百万円とな

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 36 百万円により利益剰余金が減少したことな

どにより、６億 74 百万円となりました。 

また、短期借入金およびその他に含まれるリース債務などの負債が増加したため自己資本比率が

15.9 ポイント悪化し、61.7％となりました。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 28 年７月 29 日付「平成 28 年６月期決算短信」で公表しました平成 29年６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28年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 425,146 239,008 

売掛金 87,366 85,429 

仕掛品 44,490 202,057 

貯蔵品 8,400 9,912 

その他 35,322 34,117 

貸倒引当金 △524 △513

流動資産合計 600,199 570,010 

固定資産 

有形固定資産 

建物 138,841 138,841 

減価償却累計額 △67,579 △70,044

建物（純額） 71,262 68,796 

構築物 880 880 

減価償却累計額 △857 △859

構築物（純額） 23 21 

車両運搬具 9,336 9,336 

減価償却累計額 △3,627 △4,578

車両運搬具（純額） 5,709 4,758 

工具、器具及び備品 216,706 279,210 

減価償却累計額 △175,532 △183,859

工具、器具及び備品（純額） 41,174 95,352 

土地 70,844 70,844 

有形固定資産合計 189,012 239,771 

無形固定資産 

ソフトウエア 133,801 160,392 

ソフトウエア仮勘定 5,826 5,204 

その他 404 404 

無形固定資産合計 140,031 166,000 

投資その他の資産 102,282 100,233 

固定資産合計 431,325 506,004 

資産合計 1,031,524 1,076,014 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 3,706 4,916 

短期借入金 - 110,000 

未払金 60,203 58,214 

未払法人税等 982 5,050 

賞与引当金 26,063 26,831 

その他 109,764 129,121 

流動負債合計 200,717 334,133 

固定負債    

退職給付引当金 14,307 14,785 

その他 5,387 53,070 

固定負債合計 19,694 67,855 

負債合計 220,411 401,987 

純資産の部    

株主資本    

資本金 456,600 456,600 

資本剰余金 159,317 159,449 

利益剰余金 214,747 78,505 

自己株式 △42,859 △42,193 

株主資本合計 787,805 652,362 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 12,235 11,064 

評価・換算差額等合計 12,235 11,064 

新株予約権 11,072 10,601 

純資産合計 811,113 674,027 

負債純資産合計 1,031,524 1,076,014 
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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28年７月１日 

 至 平成28年12月31日) 

売上高 584,041 

売上原価 297,783 

売上総利益 286,258 

販売費及び一般管理費 426,771 

営業損失（△） △140,513 

営業外収益  

受取利息 1 

受取配当金 244 

受取家賃 270 

助成金収入 2,711 

貸倒引当金戻入額 12 

雑収入 131 

営業外収益合計 3,369 

営業外費用  

支払利息 383 

営業外費用合計 383 

経常損失（△） △137,527 

特別利益  

新株予約権戻入益 236 

特別利益合計 236 

特別損失  

固定資産除却損 40 

特別損失合計 40 

税引前四半期純損失（△） △137,332 

法人税、住民税及び事業税 596 

法人税等調整額 △1,686 

法人税等合計 △1,090 

四半期純損失（△） △136,242 
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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28年７月１日 

 至 平成28年12月31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（△） △137,332 

減価償却費 39,745 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 478 

賞与引当金の増減額（△は減少） 768 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 

受取利息及び受取配当金 △246 

支払利息 383 

新株予約権戻入益 △236 

固定資産除却損 40 

売上債権の増減額（△は増加） 1,936 

たな卸資産の増減額（△は増加） △159,079 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,210 

その他 20,927 

小計 △231,417 

利息及び配当金の受取額 246 

利息の支払額 △536 

法人税等の支払額 △317 

営業活動によるキャッシュ・フロー △232,024 

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 △9,227 

無形固定資産の取得による支出 △49,162 

敷金及び保証金の差入による支出 △813 

敷金及び保証金の回収による収入 1,059 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,143 

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） 110,000 

ストックオプションの行使による収入 563 

リース債務の返済による支出 △6,535 

財務活動によるキャッシュ・フロー 104,028 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,138 

現金及び現金同等物の期首残高 425,146 

現金及び現金同等物の四半期末残高 239,008 
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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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