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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 ％

2023年３月期第１四半期 647 11.3 △12 － △11 － △16 － △16 － △14 －

2022年３月期第１四半期 582 3.8 △22 － △23 － △24 － △24 － △24 －

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

2023年３月期第１四半期 △2.14 △2.14

2022年３月期第１四半期 △3.05 △3.05

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 ％

2023年３月期第１四半期 4,020 2,455 2,455 61.1

2022年３月期 3,963 2,486 2,486 62.7

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

2022年３月期 － 0.00 － 2.00 2.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 0.00 － 2.00 2.00

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益
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 ％ 円 銭

通期 2,600 4.4 50 － 43 － 5.41

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３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：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 7,951,100株 2022年３月期 7,951,100株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 18株 2022年３月期 18株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 7,951,082株 2022年３月期１Ｑ 7,876,182株

※  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

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

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料P.2「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

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの概況としましては、グループ各社とのシナジー効果の創生及

び大規模医療機関におけるHRテック推進支援に向けた取り組みを行ってまいりました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は647,984千円（前年同期比11.3%増）と前期比で増収とな

り、利益面につきましては、営業損失12,286千円、親会社の所有者に帰属する四半期損失は16,985千円となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、売上債権及びその他の債権が133,283千円減少いたしま

したが、現金及び現金同等物が165,505千円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ56,864千円増加し、

4,020,449千円となりました。

　また、負債につきましては、将来の売上に係る前受金の増加や決済代行サービスの拡大に伴う未払金等の営業債

権の増加等により、87,567千円増加し、1,565,053千円となりました。資本につきましては、配当金の支払等によ

り、前連結会計年度末と比べ30,702千円減少し、2,455,396千円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、当初予想の範囲内で推移しているとともに、当社グループにおける売上高及び利

益につきましては第４四半期に集中する傾向にございます。そのため、2022年５月13日発表「2022年３月期　決算

短信〔ＩＦＲＳ〕」で公表いたしました通期業績予想に変更はございません。
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前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

千円 千円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 838,875 1,004,380

営業債権及びその他の債権 667,568 530,521

棚卸資産 74,544 87,429

その他の流動資産 36,592 62,947

流動資産合計 1,617,580 1,685,278

非流動資産

有形固定資産 1,554,370 1,549,858

のれん 13,134 13,134

無形資産 576,331 568,077

その他の金融資産 192,822 192,826

繰延税金資産 8,758 8,758

その他の非流動資産 586 2,515

非流動資産合計 2,346,003 2,335,171

資産合計 3,963,584 4,020,449

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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前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

千円 千円

負債及び資本

負債

流動負債

借入金 181,008 163,008

営業債務及びその他の債務 495,285 541,981

その他の金融負債 26,585 26,590

前受金 210,649 280,687

未払法人所得税等 27,665 13,967

引当金 38,759 38,759

その他の流動負債 101,618 112,841

流動負債合計 1,081,570 1,177,834

非流動負債

借入金 76,467 73,215

その他の金融負債 70,018 63,362

退職給付に係る負債 143,899 147,242

引当金 25,876 25,494

繰延税金負債 74,358 72,641

その他の非流動負債 5,295 5,262

非流動負債合計 395,915 387,218

負債合計 1,477,485 1,565,053

資本

資本金 1,375,538 1,375,538

資本剰余金 1,294,841 1,294,841

自己株式 △8 △8

その他の資本の構成要素 93,263 95,448

利益剰余金 △277,536 △310,424

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,486,099 2,455,396

資本合計 2,486,099 2,455,396

負債及び資本合計 3,963,584 4,020,449
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 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

千円 千円

売上収益 582,226 647,984

売上原価 △389,640 △418,767

売上総利益 192,586 229,216

販売費及び一般管理費 △214,671 △242,060

その他の収益 405 1,121

その他の費用 △843 △563

営業損失（△） △22,522 △12,286

金融収益 58 613

金融費用 △602 △90

税引前四半期損失（△） △23,067 △11,762

法人所得税費用 △948 △5,223

四半期損失（△） △24,015 △16,985

四半期損失（△）の帰属

親会社の所有者 △24,015 △16,985

非支配持分 － －

四半期損失（△） △24,015 △16,985

１株当たり四半期損失（△）

基本的１株当たり四半期損失（△）（円） △3.05 △2.14

希薄化後１株当たり四半期損失（△）（円） △3.05 △2.14

（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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 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

千円 千円

四半期損失（△） △24,015 △16,985

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
36 3

純損益に振り替えられることのない項目合計 36 3

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △53 2,181

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △53 2,181

税引後その他の包括利益 △16 2,184

四半期包括利益 △24,032 △14,800

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △24,032 △14,800

非支配持分 － －

四半期包括利益 △24,032 △14,800

（要約四半期連結包括利益計算書）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

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

在外営業活動体の
換算差額

千円 千円 千円 千円 千円

2021年４月１日時点の残高 1,373,833 1,245,856 △31,747 81,494 △534

四半期損失（△） － － － － －

その他の包括利益 － － － 36 △53

四半期包括利益合計 － － － 36 △53

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 － － － － －

2021年６月30日時点の残高 1,373,833 1,245,856 △31,747 81,531 △587

親会社の所有者に帰属する持分

合計
その他の資本の構

成要素
利益剰余金 合計

合計

千円 千円 千円 千円

2021年４月１日時点の残高 80,960 222,819 2,891,722 2,891,722

四半期損失（△） － △24,015 △24,015 △24,015

その他の包括利益 △16 － △16 △16

四半期包括利益合計 △16 △24,015 △24,032 △24,032

配当金 － △15,752 △15,752 △15,752

所有者との取引額合計 － △15,752 △15,752 △15,752

2021年６月30日時点の残高 80,943 183,051 2,851,938 2,851,938

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

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

在外営業活動体の
換算差額

千円 千円 千円 千円 千円

2022年４月１日時点の残高 1,375,538 1,294,841 △8 92,171 1,092

四半期損失（△） － － － － －

その他の包括利益 － － － 3 2,181

四半期包括利益合計 － － － 3 2,181

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 － － － － －

2022年６月30日時点の残高 1,375,538 1,294,841 △8 92,174 3,274

親会社の所有者に帰属する持分

合計
その他の資本の構

成要素
利益剰余金 合計

合計

千円 千円 千円 千円

2022年４月１日時点の残高 93,263 △277,536 2,486,099 2,486,099

四半期損失（△） － △16,985 △16,985 △16,985

その他の包括利益 2,184 － 2,184 2,184

四半期包括利益合計 2,184 △16,985 △14,800 △14,800

配当金 － △15,902 △15,902 △15,902

所有者との取引額合計 － △15,902 △15,902 △15,902

2022年６月30日時点の残高 95,448 △310,424 2,455,396 2,455,396

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）
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（４）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。

（会計方針の変更）

　要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用し

た会計方針と同一であります。

　なお、一部の基準書において軽微な変更がありましたが、当社グループの業績及び財政状態に重要な影響はありま

せん。
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