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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 3,258 69.0 1,099 393.6 1,087 441.2 734 437.2 710 546.0 743 437.2

2020年12月期第３四半期 1,928 － 222 － 201 － 136 － 110 － 50 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年12月期第３四半期 127.90 127.35

2020年12月期第３四半期 19.81 19.72

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 5,314 2,300 2,235 42.1

2020年12月期 3,306 1,556 1,515 45.8

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

2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年12月期 － 0.00 －

2021年12月期（予想） 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,000 56.1 1,150 335.0 1,140 375.8 780 390.7 750 469.0 135.05

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９月30日）

（注）当社は2019年12月期より決算の末日を３月31日から12月31日に変更しました。これにより、2020年12月期第３四半
期連結累計期間（2020年１月１日から2020年９月30日まで）と比較対象となる2019年12月期第３四半期連結累計期
間(2019年４月１日から2019年12月31日まで)の期間が異なるため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

　2021年12月期（2021年１月１日～2021年12月31日）の通期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス

ワクチン接種に係る医療従事者の紹介件数増加を踏まえ、2021年12月期の業績予想を修正いたしました。詳細につ

いては2021年11月12日に公表いたしました「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※  注記事項



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期３Ｑ 5,704,800株 2020年12月期 5,694,400株

②  期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 141,030株 2020年12月期 141,030株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 5,580,589株 2020年12月期３Ｑ 5,553,192株

（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

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：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

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

　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及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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

　当社グループを取り巻く医療・ヘルスケア業界においては、高齢化社会の進行とともに医療の担い手不足や地域 

偏在、診療科偏在が課題に挙げられてきました。日本の医療費は40兆円を超え2025年度には約66兆円を見込み、医

療費の削減、医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられている危機的な状況の改善など、持続可能な医療サー

ビスを実現するための対策が求められてきました。

　2020年年明けから感染が拡大した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は2021年9月時点で、世界の感染者数

は2.3億人、日本においても感染者数は170万人を超えました。7月から9月にかけて感染者数の爆発的な増加により

自宅療養者や宿泊療養者も過去最多となり深刻な事態が生まれました。

　このような状況の中、当社グループは、ワクチン接種の促進を図る各自治体や企業からの増大する要請に応え、

大規模接種会場や職域接種におけるワクチン接種のための医療従事者確保に向けた対応をさらに拡大させてまいり

ました。急増する案件の整理および調整、BPO体制強化、医療人材のさらなる募集と、業務量が増加しております

が、人員体制の強化や業務の効率化などに取り組んで対応しております。

　また、アプリ「Door.」を用いた自宅療養者の健康相談や、自宅療養者の往診やオンライン診療、企業からの依

頼に応じて抗原検査や抗体検査の付帯サービスとしての健康相談、ワクチン接種後の副反応に対する相談なども需

要の拡大に対応してまいりました。8月から9月にかけて自宅療養者の増加に対応するため、オンライン診療や往診

強化に向けた医療機関、薬局連携を進めてまいりました。

　当社グループがこれまで作り上げてきた医療ネットワークおよびプラットフォーム、サービスを最大限に活用

し、この世界的な苦難を乗り切るための一助となれるよう引き続き尽力してまいります。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上収益は3,258,715千円（前年同四半期比69.0％増）、営業

利益は1,099,699千円（前年同四半期比393.6％増）、税引前四半期利益は1,087,960千円（前年同四半期比441.2％

増）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は710,650千円（前年同四半期比546.0％増）となりました。

　また、売上収益の内訳は、医療人材サービス（医師、その他の医療従事者）2,863,290千円（前年同四半期比

66.2％増）、その他395,424千円（同92.2％増）であります。

（２）財政状態に関する説明

①財政状況の分析

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計につきましては、5,314,773千円となり、前連結会計年度末に対

して2,007,789千円増加しました。これは、主に一時的に取引医療機関に対して新型コロナウイルスワクチン接種

業務の従事者に支払う給与の資金を提供したこと等に伴い営業債権及びその他の債権が2,436,383千円増加、アプ

リ「Door.」の開発等に係る無形資産の取得により36,541千円増加しましたが、給与支払資金の提供や金融機関か

らの借入の返済等により現金及び現金同等物が550,470千円減少したことによります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計につきましては、3,014,635千円となり、前連結会計年度末に対

して1,264,360千円増加しました。これは、主に金融機関からの借入金により社債及び借入金が646,822千円増加、

未払法人所得税等が257,607千円増加、人件費等の未払や将来支給の見積額の増加によりその他の流動債務が

334,154千円増加したことによります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資本合計につきましては、2,300,137千円となり、前連結会計年度末に対

して743,429千円増加しました。これは、主に利益剰余金が710,650千円増加したことによります。
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②キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,035,701千円

となり、前連結会計年度末に対して550,470千円減少しました。

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は906,960千円（前年同四半期は137,180千円の獲得）

となりました。これは、主に一時的に取引医療機関に対して新型コロナウイルスワクチン接種業務の従事者に支払

う給与の資金を提供したこと等に伴い営業債権及びその他の債権が2,436,383千円増加、法人所得税の支払額が

99,116千円ありましたが、減価償却費及び償却費141,970千円、税引前四半期利益1,087,960千円を計上したことに

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は203,821千円（前年同四半期比962.9％）となりまし

た。これは、主にアプリ「Door.」の開発等に係る無形資産の取得による支出94,931千円、その他の金融資産の取

得による支出100,000千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果獲得した資金は560,311千円（前年同四半期は320,214千円の使用）

となりました。これは、金融機関からの長期借入金返済による支出174,036千円、社債の償還による支出60,000千

円及びリース負債の返済による支出86,042千円ありましたが、金融機関からの資金調達により短期借入金が

850,000千円純増したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期（2021年１月１日～2021年12月31日）の通期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス

ワクチン接種に係る医療従事者の紹介件数増加を踏まえ、2021年12月期の業績予想を修正いたしました。詳細につ

いては、2021年11月12日に公表いたしました 「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　新型コロナウイルス感染症における医療環境の変化は今後も継続することが予想されており、新たに業績予想の

修正が必要となる時点で新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した通期連結業績予想を速やかに公表する予定で

す。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 1,586,171 1,035,701

営業債権及びその他の債権 243,671 2,680,054

棚卸資産 1,759 2,496

その他の金融資産 1,722 1,876

未収法人所得税 21,241 －

その他の流動資産 84,133 169,533

流動資産合計 1,938,699 3,889,662

非流動資産

有形固定資産 93,411 81,121

使用権資産 362,639 281,264

のれん 383,600 383,600

無形資産 138,982 175,523

その他の金融資産 251,518 369,942

繰延税金資産 136,341 132,428

その他の非流動資産 1,790 1,229

非流動資産合計 1,368,283 1,425,110

資産合計 3,306,983 5,314,773

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 213,962 267,033

社債及び借入金 281,748 1,084,904

リース負債 115,032 114,054

その他の金融負債 29,108 79,219

未払法人所得税 59,411 317,019

その他の流動負債 198,961 533,116

流動負債合計 898,226 2,395,347

非流動負債

社債及び借入金 447,031 290,697

リース負債 267,927 182,863

その他の金融負債 37,978 38,590

退職給付に係る負債 59,808 69,019

引当金 35,865 35,889

繰延税金負債 3,438 2,226

非流動負債合計 852,048 619,288

負債合計 1,750,275 3,014,635

資本

資本金 431,755 431,950

資本剰余金 344,125 344,332

利益剰余金 979,744 1,690,394

自己株式 △121,074 △121,074

その他の資本の構成要素 △119,260 △110,406

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,515,290 2,235,196

非支配持分 41,418 64,941

資本合計 1,556,708 2,300,137

負債及び資本合計 3,306,983 5,314,773
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自2020年１月１日
　至2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自2021年１月１日
　至2021年９月30日)

売上収益 1,928,198 3,258,715

売上原価 △609,805 △646,385

売上総利益 1,318,392 2,612,330

販売費及び一般管理費 △1,098,299 △1,508,815

その他の収益 3,330 4,422

その他の費用 △628 △8,238

営業利益 222,795 1,099,699

金融収益 1,510 14

金融費用 △23,264 △11,753

税引前四半期利益 201,041 1,087,960

法人所得税費用 △64,383 △353,786

四半期利益 136,658 734,173

四半期利益の帰属

親会社の所有者 110,010 710,650

非支配持分 26,647 23,523

四半期利益 136,658 734,173

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 19.81 127.90

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 19.72 127.35

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自2020年１月１日
　至2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自2021年１月１日
　至2021年９月30日)

四半期利益 136,658 734,173

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産
△85,955 8,865

純損益に振り替えられることのない項目合計 △85,955 8,865

税引後その他の包括利益 △85,955 8,865

四半期包括利益 50,702 743,039

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 24,054 719,515

非支配持分 26,647 23,523

四半期包括利益 50,702 743,039

（要約四半期連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

合計

2020年１月１日時点の残高 431,675 343,956 840,238 △120,968 △51,469 1,443,432 14,282 1,457,715

四半期利益 110,010 110,010 26,647 136,658

その他の包括利益 △85,955 △85,955 △85,955

四半期包括利益合計 － － 110,010 － △85,955 24,054 26,647 50,702

株式の発行 40 84 △44 80 80

自己株式の取得 △106 △106 △106

その他の資本の構成要素から利益剰

余金への振替
△7,357 7,357 － －

所有者との取引額合計 40 84 △7,357 △106 7,313 △26 － △26

2020年９月30日時点の残高 431,715 344,041 942,891 △121,074 △130,112 1,467,461 40,929 1,508,391

（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

合計

2021年１月１日時点の残高 431,755 344,125 979,744 △121,074 △119,260 1,515,290 41,418 1,556,708

四半期利益 710,650 710,650 23,523 734,173

その他の包括利益 8,865 8,865 8,865

四半期包括利益合計 － － 710,650 － 8,865 719,515 23,523 743,039

株式の発行 195 206 △11 390 390

所有者との取引額合計 195 206 － － △11 390 － 390

2021年９月30日時点の残高 431,950 344,332 1,690,394 △121,074 △110,406 2,235,196 64,941 2,300,137

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自2020年１月１日
　至2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自2021年１月１日
　至2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 201,041 1,087,960

減価償却費及び償却費 113,066 141,970

金融収益 △1,510 △14

金融費用 23,264 11,753

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）
△12,897 △2,436,383

棚卸資産の増減額（△は増加） △6,663 △737

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）
△43,972 74,180

その他 △23,601 300,495

小計 248,727 △820,775

利息及び配当金の受取額 1,318 14

利息の支払額 △8,682 △8,247

法人所得税の還付額 3,316 21,163

法人所得税の支払額 △107,499 △99,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,180 △906,960

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 △21,590 △9,217

無形資産の取得による支出 △44,063 △94,931

その他の金融資産の取得による支出 － △100,000

その他の金融資産の売却による収入 51,202 －

その他 △4,725 328

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,176 △203,821

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） － 850,000

長期借入れによる収入 － 30,000

長期借入金の返済による支出 △174,214 △174,036

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

リース負債の返済による支出 △85,973 △86,042

株式の発行による収入 80 390

自己株式の取得による支出 △106 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △320,214 560,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △202,209 △550,470

現金及び現金同等物の期首残高 1,753,229 1,586,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,551,020 1,035,701

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）要約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。

（セグメント情報）

　当社グループは、医療情報プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

- 10 -

ＭＲＴ株式会社　(6034)　2021年12月期　第３四半期決算短信


