
四半期報告書

(E05376)

株式会社ソフトウェア・サービス

（第46期第２四半期）

大阪市淀川区西宮原一丁目７番38号

 至 平成26年４月30日
 自 平成26年２月 １日



頁

表紙

第一部 企業情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第１　企業の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

 １． 主要な経営指標等の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

２． 事業の内容  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第２　事業の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

１． 事業等のリスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

２． 経営上の重要な契約等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

３． 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第３　提出会社の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

１． 株式等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

２． 役員の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

第４　経理の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

１． 四半期財務諸表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

２． その他  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

第二部　提出会社の保証会社等の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

［四半期レビュー報告書］

目次



  

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年６月６日

【四半期会計期間】 第46期第２四半期(自  平成26年２月１日  至  平成26年４月30日)

【会社名】 株式会社ソフトウェア・サービス

【英訳名】 Software Service, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    宮崎  勝

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目７番38号

(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「 寄りの連絡場

所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【 寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原四丁目２番30号

【電話番号】 ０６（６３５０）７２２２（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長兼人財部長    伊藤  純一郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

1



  

  

  

(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

４. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期 

第２四半期累計期間
第46期 

第２四半期累計期間
第45期

会計期間
自  平成24年11月１日
至  平成25年４月30日

自  平成25年11月１日 
至  平成26年４月30日

自  平成24年11月１日
至  平成25年10月31日

売上高 (千円) 5,508,152 8,766,297 10,128,561

経常利益 (千円) 1,310,679 2,825,116 2,393,920

四半期(当期)純利益 (千円) 808,122 1,742,269 1,482,881

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 847,400 847,400 847,400

発行済株式総数 (千株) 5,488 5,488 5,488

純資産額 (千円) 9,264,552 11,202,344 9,940,621

総資産額 (千円) 10,990,296 14,352,188 11,483,084

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) 152.86 331.81 280.49

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 60.00

自己資本比率 (％) 84.3 78.1 86.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 414,952 3,664,985 540,113

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,009,503 △643,763 △1,512,717

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △315,548 △483,452 △318,296

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 2,510,084 4,667,052 2,129,283
 

回次
第45期 

第２四半期会計期間
第46期 

第２四半期会計期間

会計期間
自  平成25年２月１日
至  平成25年４月30日

自  平成26年２月１日 
至  平成26年４月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 112.05 198.60
 

２ 【事業の内容】
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当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の金融政策や経済対策への期待感から景気は回復

基調にあるものの、消費税増税に伴う影響への懸念など、企業を取り巻く環境は依然として不透明な状

況で推移しております。 

医療業界におきましては、高齢化により国民医療費が増大傾向にあり、病院・病床機能の分化、地域

連携の強化や在宅医療の充実等を通じて、医療機関は効率的で質の高い医療の提供を求められておりま

す。 

当社は、医療の効率化や品質向上、地域連携に不可欠な統合系医療情報システムである電子カルテシ

ステムの開発・販売を中心に事業を展開し、東西のエリア担当が各地域へのきめ細かい営業活動を効率

的にかつ積極的に行い、受注を獲得してまいりました。 

また、当社の強みである営業強化・製品拡充に繋がる既存顧客とのコミュニケーションの一環とし

て、既存顧客を対象に研修、勉強会等を開催しております。平成25年11月にはクリティカル・パスの推

進を目的とする「フレキシブルパス勉強会」を開催し、平成26年１月にはシステム管理者を対象として

システム管理業務に関する講義及び実際の端末操作を通じて、システム管理スキルの向上を目的とする

「システム管理者研修」を、大阪と東京で開催いたしました。 

市場における有力企業数社の競争は激しさを増しておりますが、医療業界のシステム投資意欲は回復

傾向にあります。その結果、売上高は8,766百万円（前年同期比59.2％増）、利益面におきましては営

業利益2,809百万円（同119.8％増）、経常利益2,825百万円（同115.5％増）、四半期純利益1,742百万

円（同115.6％増）となりました。 

 なお、セグメントの業績につきましては、当社は、医療情報システ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。 

  

 (資産) 

当第２四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して2,869百万円増加し、

14,352百万円となりました。主な要因は、現金及び預金3,137百万円の増加、建設仮勘定221百万円の増

加、売上債権238万円の減少及びたな卸資産201百万円の減少によるものであります。 

 (負債) 

当第２四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して1,607百万円増加し、3,149

百万円となりました。主な要因は、仕入債務306百万円の増加、未払法人税等954百万円の増加、流動負

債「その他」に含まれる未払消費税202百万円の増加及び未払金158百万円の増加によるものでありま

す。 

 (純資産) 

当第２四半期会計期間末の純資産につきましては、前事業年度末と比較して1,261百万円増加し、

11,202百万円となりました。主な要因は、四半期純利益1,742百万円、自己株式の取得168百万円及び第

45期利益剰余金の配当金317百万円によるものであります。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の概要

(2) 財政状態の分析
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当第２四半期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。）は、前事業年度末

に比べ2,537百万円増加し、4,667百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、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) 

営業活動の結果得られた資金は、3,664百万円（前年同四半期は414百万円の収入）となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益2,825百万円、売上債権減少額238百万円、たな卸資産の減少額201百万

円、仕入債務増加額306百万円、法人税等の支払額200百万円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) 

投資活動の結果使用した資金は、643百万円（前年同四半期は1,009百万円の支出）となりました。こ

れは、定期預金の預入による支出600百万円及び有形固定資産の取得による支出43百万円によるもので

あります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、483百万円（前年同四半期は315百万円の支出）となりました。これ

は、自己株式の取得額168百万円及び配当金の支払額314百万円によるものであります。 

  

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は147百万円であります。 

なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

当第２四半期累計期間において、稼働案件が集中したことにより、ハードウェア仕入高2,870百万円

（前年同期比70.9％増）、売上高8,766百万円（前年同期比59.2％増）となりました。 

  

当第２四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前事業年度末における計

画に著しい変更はありません。 

(3) キャッシュ・フローの状況

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(5) 研究開発活動

(6) 生産、受注及び販売の実績

(7) 主要な設備
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 21,952,000

計 21,952,000
 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成26年４月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年６月６日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引

業協会名
内容

普通株式 5,488,000 5,488,000
東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数  100株

計 5,488,000 5,488,000 ― ―
 

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成26年２月１日～ 
平成26年４月30日

― 5,488,000 ― 847,400 ― 1,010,800
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(注)  上記のほか、自己株式が252,501株あります。 

  

(6) 【大株主の状況】

    平成26年４月30日現在
 

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％)

宮崎  勝 京都市北区 2,400,000 43.73

THE  SFP  VALUE  REALIZATION 
MASTER FUND LIMITED 
（常任代理人 
 シティバンク銀行株式会社）

P.O. BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND 
CAYMAN, CAYMAN ISLANDS, KY 1-1104 
（東京都品川区東品川2丁目3番14号）

263,800 4.81

ステート  ストリート  バンク 
アンド  トラスト  カンパニー 
505224 
（常任代理人 
 株式会社みずほ銀行決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A.
（東京都中央区月島4丁目16-13）

200,000 3.64

ノーザン  トラスト  カンパニー
（エイブイエフシー）アカウント 
ノン トリーティー 
（常任代理人 
 香港上海銀行東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 
5NT,UK 
（東京都中央区日本橋3丁目11-1）

180,800 3.29

ステート  ストリート  バンク 
アンド  トラスト  カンパニー 
（常任代理人 
 香港上海銀行東京支店）

ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 
（東京都中央区日本橋3丁目11-1）

178,400 3.25

津野  紀代志 大阪府吹田市 130,000 2.37

ザ チェース マンハッタン バ
ンク 385036 
（常任代理人 
 株式会社みずほ銀行決済営業部）

360 N. CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS, 
CA 90210 U.S.A.  
（東京都中央区月島4丁目16-13）

108,400 1.98

RBC  IST  15  PCT  NON  LENDING 
ACCOUNT 
（常任代理人 
 シティバンク銀行株式会社）

7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST 
TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3 
（東京都品川区東品川2丁目3番14号）

86,300 1.57

メロン バンク トリーティー 
クライアンツ オムニバス 
（常任代理人 
 株式会社みずほ銀行決済営業部）

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 
（東京都中央区月島4丁目16-13）

86,012 1.57

ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニーレギュラーアカウ
ント 
（常任代理人 
 ゴールドマン・サックス証券 
 株式会社）

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA 
（東京都港区六本木6丁目10番1号 
  六本木ヒルズ森タワー）

81,383 1.48

計 ― 3,715,095 67.69
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間末までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

      平成26年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式    252,500 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   5,234,300 52,343 ―

単元未満株式 普通株式     1,200 ― ―

発行済株式総数 5,488,000 ― ―

総株主の議決権 ― 52,343 ―
 

② 【自己株式等】

    平成26年４月30日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社 ソフトウェア・
サービス

大阪市淀川区西宮原 
一丁目７番38号

252,500 ― 252,500 4.60

計 ― 252,500 ― 252,500 4.60
 

２ 【役員の状況】
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当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成26年２月１日

から平成26年４月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成25年11月１日から平成26年４月30日まで)に

係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

当社では、子会社(１社)の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせな

い程度に重要性が乏しいため、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)第５条第２項により、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

３．四半期連結財務諸表について
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１【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25年10月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,129,283 5,267,052

売掛金 1,482,525 1,243,740

商品 249,475 141,542

仕掛品 263,060 169,064

その他 219,541 195,772

貸倒引当金 △1,458 △1,230

流動資産合計 4,342,428 7,015,942

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※  1,043,292 ※  1,006,520

構築物（純額） 15,497 14,797

工具、器具及び備品（純額） 51,696 47,796

土地 3,715,622 3,715,622

建設仮勘定 2,014,142 2,235,374

有形固定資産合計 6,840,251 7,020,111

無形固定資産 2,893 1,949

投資その他の資産   

投資有価証券 145,165 162,286

関係会社株式 20,000 20,000

その他 132,346 131,898

投資その他の資産合計 297,511 314,184

固定資産合計 7,140,656 7,336,245

資産合計 11,483,084 14,352,188

負債の部   

流動負債   

買掛金 631,977 938,380

未払法人税等 212,166 1,166,256

前受金 173,697 151,390

その他 524,622 893,816

流動負債合計 1,542,463 3,149,843

負債合計 1,542,463 3,149,843

純資産の部   

株主資本   

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,010,800 1,010,800

利益剰余金 8,303,215 9,728,276

自己株式 △248,460 △417,041

株主資本合計 9,912,954 11,169,435

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,666 32,909

評価・換算差額等合計 27,666 32,909

純資産合計 9,940,621 11,202,344

負債純資産合計 11,483,084 14,352,188
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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)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年４月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年４月30日) 

売上高 5,508,152 8,766,297

売上原価 3,799,824 5,484,425

売上総利益 1,708,328 3,281,871

販売費及び一般管理費 ※  430,374 ※  472,659

営業利益 1,277,953 2,809,212

営業外収益   

受取利息 1,585 319

受取配当金 26 －

受取事務手数料 5,670 5,643

投資有価証券評価益 24,850 8,980

その他 813 1,306

営業外収益合計 32,945 16,249

営業外費用   

その他 220 345

営業外費用合計 220 345

経常利益 1,310,679 2,825,116

特別損失   

固定資産除却損 138 22

特別損失合計 138 22

税引前四半期純利益 1,310,540 2,825,093

法人税、住民税及び事業税 354,214 1,144,515

法人税等調整額 148,203 △61,691

法人税等合計 502,418 1,082,823

四半期純利益 808,122 1,742,269
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年４月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,310,540 2,825,093

減価償却費 53,711 45,351

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,554 △227

受取利息及び受取配当金 △1,612 △319

投資有価証券評価損益（△は益） △24,850 △8,980

固定資産除却損 138 22

売上債権の増減額（△は増加） △533,685 238,785

たな卸資産の増減額（△は増加） 73,738 201,929

仕入債務の増減額（△は減少） 356,835 306,403

未払消費税等の増減額（△は減少） △80,872 202,498

前受金の増減額（△は減少） 173,466 △22,306

その他の流動負債の増減額（△は減少） △288,041 △16,168

その他 27,081 93,018

小計 1,060,896 3,865,100

利息及び配当金の受取額 2,070 247

法人税等の支払額 △648,014 △200,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 414,952 3,664,985

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 △2,609,503 △43,763

定期預金の預入による支出 △500,000 △600,000

定期預金の払戻による収入 2,100,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,009,503 △643,763

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △168,580

配当金の支払額 △315,548 △314,872

財務活動によるキャッシュ・フロー △315,548 △483,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △910,098 2,537,769

現金及び現金同等物の期首残高 3,420,183 2,129,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,510,084 ※  4,667,052
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有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物9,806千円であります。

  

有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物9,806千円であります。

  

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

  

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

  

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※  前事業年度(平成25年10月31日)

当第２四半期会計期間(平成26年４月30日)

(四半期損益計算書関係)

 
前第２四半期累計期間

(自  平成24年11月１日
至  平成25年４月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成25年11月１日
至  平成26年４月30日)

業務委託費 20,028千円 22,279千円

役員報酬 33,780 34,810

従業員給与 165,004 168,712

旅費交通費 37,005 42,019

減価償却費 8,332 6,447

租税公課 51,481 59,742
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 
前第２四半期累計期間
(自  平成24年11月１日
至  平成25年４月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成25年11月１日
至  平成26年４月30日)

現金及び預金勘定 3,010,084千円 5,267,052千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△500,000 △600,000

現金及び現金同等物の 
四半期末残高

2,510,084 4,667,052
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Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成24年11月１日  至  平成25年４月30日) 

(1) 配当金支払額 

  

  

(2) 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の

末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(3) 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成25年11月１日  至  平成26年４月30日) 

(1) 配当金支払額 

  

  

(2) 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の

末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(3) 株主資本の著しい変動に関する事項 

当社は、平成25年12月19日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条第１項の規定に基づき自己株式を168,520千円を取得し、また単元未満株式

の買取により、自己株式59千円を取得しております。 

この結果、当第２四半期会計期間末において、自己株式は417,041千円となっております。 

  

(株主資本等関係)

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年１月25日 
定時株主総会

普通株式 317,208 60 平成24年10月31日 平成25年１月28日 利益剰余金
 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年１月24日 
定時株主総会

普通株式 317,208 60 平成25年10月31日 平成26年１月27日 利益剰余金
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前第２四半期累計期間(自  平成24年11月１日 至  平成25年４月30日)及び当第２四半期累計期間(自

平成25年11月１日  至  平成26年４月30日） 

当社は、医療情報システ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。 

  

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(１株当たり情報)

項目
前第２四半期累計期間

(自  平成24年11月１日
至  平成25年４月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成25年11月１日
至  平成26年４月30日)

１株当たり四半期純利益金額 152円86銭 331円81銭

   (算定上の基礎)    

    四半期純利益金額(千円) 808,122 1,742,269

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 808,122 1,742,269

    普通株式の期中平均株式数(千株) 5,286 5,250
 

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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株式会社ソフトウェア・サービス 

  

  

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ソフトウェア・サービスの平成25年11月１日から平成26年10月31日までの第46期事業年度の第２四半

期会計期間(平成26年２月１日から平成26年４月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年11月１日から

平成26年４月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  
四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソフトウェア・サービスの平成26年４月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

  

独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成26年６月４日
 

      取  締  役  会  御  中
 

 有限責任監査法人  ト  ー  マ  ツ  
 

指定有限責任社員
業務執行社員

    公認会計士    石黒    訓    印
 

指定有限責任社員
業務執行社員

    公認会計士    目細    実    印
 

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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