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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２四半期 1,348 12.5 10 － 11 － 3 － 3 － 7 －

2022年３月期第２四半期 1,199 3.4 △23 － △24 － △27 － △27 － △27 －

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２四半期 0.47 0.47

2022年３月期第２四半期 △3.49 △3.49

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２四半期 5,242 2,477 2,477 47.3

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 － 0.00

2023年３月期（予想） － 2.00 2.00

（％表示は、対前期増減率）

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２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 7,951,082株 2022年３月期２Ｑ 7,903,696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２四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に

向けた取り組みを積極的に行っており、その結果、大規模医療機関におけるHRテック推進支援及びECサービスによ

る売上収益が増加いたしました。

　そのような状況の中、当第２四半期連結累計期間における売上収益は1,348,767千円（前年同期比12.5%増）と前

期比で増収となり、利益面につきましては、営業利益10,805千円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は3,732

千円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、現金及び現金同等物が418,592千円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末と比べ1,279,407千円増加し、5,242,992千円となりました。

　また、負債につきましては、決済代行サービスの拡大に伴う営業債務及びその他の債務等の増加等により、

1,288,212千円増加し、2,765,697千円となりました。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8,804千円減少し、2,477,294千円となりました。

（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収益及び

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２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

千円 千円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 838,875 1,257,467

営業債権及びその他の債権 667,568 1,524,041

棚卸資産 74,544 71,836

その他の流動資産 36,592 49,271

流動資産合計 1,617,580 2,902,617

非流動資産

有形固定資産 1,554,370 1,542,976

のれん 13,134 13,134

無形資産 576,331 579,540

その他の金融資産 192,822 192,739

繰延税金資産 8,758 9,762

その他の非流動資産 586 2,222

非流動資産合計 2,346,003 2,340,375

資産合計 3,963,584 5,242,992

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２四半期連結会計期間
（2022年９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 1,792,977

その他の金融負債 26,585 26,628

前受金 210,649 244,624

未払法人所得税等 27,665 22,578

引当金 38,759 38,759

その他の流動負債 101,618 101,620

流動負債合計 1,081,570 2,390,196

非流動負債

借入金 76,467 69,963

その他の金融負債 70,018 56,691

退職給付に係る負債 143,899 147,337

引当金 25,876 25,284

繰延税金負債 74,358 70,996

その他の非流動負債 5,295 5,229

非流動負債合計 395,915 375,501

負債合計 1,477,485 2,765,697

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 96,628

利益剰余金 △277,536 △289,706

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,486,099 2,477,294

資本合計 2,486,099 2,477,294

負債及び資本合計 3,963,584 5,242,992
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

千円 千円

売上収益 1,199,402 1,348,767

売上原価 △791,787 △863,627

売上総利益 407,614 485,140

販売費及び一般管理費 △430,729 △476,147

その他の収益 970 2,820

その他の費用 △1,094 △1,007

営業利益又は営業損失（△） △23,237 10,805

金融収益 86 680

金融費用 △1,149 △328

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） △24,300 11,157

法人所得税費用 △3,260 △7,425

四半期利益又は四半期損失（△） △27,561 3,732

四半期利益又は四半期損失（△）の帰属

親会社の所有者 △27,561 3,732

非支配持分 － －

四半期利益又は四半期損失（△） △27,561 3,732

１株当たり四半期利益又は四半期損失（△）

基本的１株当たり四半期利益又は四半期損失（△）

（円）
△3.49 0.47

希薄化後１株当たり四半期利益又は四半期損失

（△）（円）
△3.49 0.47

（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２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

千円 千円

四半期利益又は四半期損失（△） △27,561 3,732

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
158 △57

純損益に振り替えられることのない項目合計 158 △57

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 170 3,422

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 170 3,422

税引後その他の包括利益 329 3,365

四半期包括利益 △27,231 7,097

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △27,231 7,097

非支配持分 － －

四半期包括利益 △27,231 7,097

（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 － － － 158 170

四半期包括利益合計 － － － 158 170

新株の発行 1,705 1,604 － － －

自己株式の処分 － 47,380 31,739 － －

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 1,705 48,984 31,739 － －

2021年９月30日時点の残高 1,375,538 1,294,841 △8 81,653 △363

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（△） － △27,561 △27,561 △27,561

その他の包括利益 329 － 329 329

四半期包括利益合計 329 △27,561 △27,231 △27,231

新株の発行 － － 3,309 3,309

自己株式の処分 － － 79,119 79,119

配当金 － △15,752 △15,752 △15,752

所有者との取引額合計 － △15,752 66,676 66,676

2021年９月30日時点の残高 81,289 179,506 2,931,167 2,931,167

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９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

四半期利益 － － － － －

その他の包括利益 － － － △57 3,422

四半期包括利益合計 － － － △57 3,422

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 － － － － －

2022年９月30日時点の残高 1,375,538 1,294,841 △8 92,113 4,515

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

四半期利益 － 3,732 3,732 3,732

その他の包括利益 3,365 － 3,365 3,365

四半期包括利益合計 3,365 3,732 7,097 7,097

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９月30日時点の残高 96,628 △289,706 2,477,294 2,477,294

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９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。
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