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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49期

第３四半期累計期間
第50期

第３四半期累計期間
第49期

会計期間
自 平成28年11月１日
至 平成29年７月31日

自 平成29年11月１日
至 平成30年７月31日

自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日

売上高 (千円) 10,406,204 12,661,637 14,617,413

経常利益 (千円) 1,668,072 2,815,984 2,654,386

四半期(当期)純利益 (千円) 1,156,135 1,952,469 1,885,428

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) 15,615,058 17,902,985 16,349,538

総資産額 (千円) 17,265,748 20,235,086 17,854,230

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 217.14 366.70 354.11

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) － － 75.00

自己資本比率 (％) 90.4 88.5 91.6

回次
第49期

第３四半期会計期間
第50期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成29年５月１日
至 平成29年７月31日

自 平成30年５月１日
至 平成30年７月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 59.36 114.87

(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。

２ 【事業の内容】

当第３四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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四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。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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。

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

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日本銀行による金融政策を背景とした企業

収益や雇用環境の改善が続くなど、引き続き緩やかな回復基調で推移しております。

医療業界におきましては、今年４月の医療・介護診療報酬の同時改定が実施され、診療報酬はマイナス改定とな

りました。引き続き、医療の効率的な提供や医療費の適正化が強く意識される中で、各医療機関においては「地域

医療構想」による2025年を目途にした病床の機能分化、医療・介護の連携が進められております。また、住み慣れ

た地域で切れ目のない医療介護サービスや予防・生活支援の提供を目指す「地域包括ケアシステム」の構築も実現

に向けて進められており、これらの必須基盤である電子カルテシステムは、今後も着実に普及が進むものと予測さ

れます。

こうした事業環境の下、電子カルテ市場における有力ベンダー数社の競争も引き続き激しさを増しております。

当社は、電子カルテシステムの開発・販売を中心に事業を展開し、新規の受注のみならず、既存顧客サポートの強

化を図ることでニーズを深堀し、更なる顧客満足度の向上に努めております。

この結果、売上高は12,661百万円（前年同期比21.7％増）、利益面におきましては営業利益2,770百万円（同70.4

％増）、四半期純利益1,952百万円（同68.9％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。

　

（２）財政状態の分析

(資産)

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して2,380百万円増加し、20,235百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金2,006百万円の増加、売掛金165百万円の減少、有価証券100百万円の減少、たな卸資産

282百万円の増加、有形固定資産154百万円の減少及び投資有価証券503百万円の増加によるものであります。

(負債)

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比較して827百万円増加し、2,332百万円となりました。主な

要因は、買掛金101百万円の増加、未払法人税等581百万円の増加及び流動負債「その他」に含まれる未払消費税等

114百万円の増加によるものであります。

(純資産)

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比較して1,553百万円増加し、17,902百万円となりました。

主な要因は、四半期純利益1,952百万円、第49期利益剰余金の配当399百万円によるものであります。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

　

（４）研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は281百万円であります。

なお、当第３四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。

　

（５）生産、受注及び販売の実績

当第３四半期累計期間において、ハードウェア仕入高3,473百万円（前年同期比11.2％増）、売上高12,661百万円

（同21.7％増）となりました。

（６）主要な設備

当第３四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

変動はありません。
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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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年９月７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】

該当事項はありません。

　

（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】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（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30年５月１日～
平成30年７月31日

－ 5,488,000 － 847,400 － 1,010,800
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（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成30年４月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

① 【発行済株式】

平成30年７月31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 163,600 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,322,900 53,229 －

単元未満株式 普通株式 1,500 － －

発行済株式総数 5,488,000 － －

総株主の議決権 － 53,229 －

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成30年７月31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
二丁目６番１号

163,600 － 163,600 2.98

計 － 163,600 － 163,600 2.98

２ 【役員の状況】

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。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

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。

　

２．監査証明について

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３四半期会計期間(平成30年５月１日から平成30

年７月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成29年11月１日から平成30年７月31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。

　

３．四半期連結財務諸表について

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。
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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29年10月31日)

当第３四半期会計期間
(平成30年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,456,429 10,462,570

売掛金 2,096,458 1,930,931

有価証券 100,000 -

商品 191,317 359,520

仕掛品 251,703 366,196

その他 130,420 128,790

貸倒引当金 △2,086 △1,914

流動資産合計 11,224,242 13,246,095

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※ 3,093,643 ※ 2,942,969

構築物（純額） 83,853 76,098

工具、器具及び備品（純額） 228,039 231,973

土地 2,415,885 2,415,885

有形固定資産合計 5,821,422 5,666,927

無形固定資産 4,412 7,192

投資その他の資産

投資有価証券 630,437 1,133,674

関係会社株式 20,000 20,000

その他 153,714 161,196

投資その他の資産合計 804,151 1,314,870

固定資産合計 6,629,987 6,988,990

資産合計 17,854,230 20,235,086

負債の部

流動負債

買掛金 905,992 1,007,821

未払法人税等 59,767 641,185

前受金 184,765 161,948

その他 354,166 521,145

流動負債合計 1,504,691 2,332,100

負債合計 1,504,691 2,332,100

純資産の部

株主資本

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,246,252 1,246,252

利益剰余金 14,476,428 16,029,568

自己株式 △276,065 △276,923

株主資本合計 16,294,015 17,846,297

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 55,523 56,687

評価・換算差額等合計 55,523 56,687

純資産合計 16,349,538 17,902,985

負債純資産合計 17,854,230 20,235,086
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年７月31日)

売上高 10,406,204 12,661,637

売上原価 7,819,107 8,740,128

売上総利益 2,587,097 3,921,508

販売費及び一般管理費 961,422 1,150,941

営業利益 1,625,674 2,770,566

営業外収益

受取利息 470 1,285

受取配当金 26,811 26,841

受取事務手数料 4,703 6,416

受取賃貸料 7,026 7,517

その他 3,385 3,362

営業外収益合計 42,397 45,422

営業外費用

その他 0 5

営業外費用合計 0 5

経常利益 1,668,072 2,815,984

税引前四半期純利益 1,668,072 2,815,984

法人税、住民税及び事業税 321,119 898,013

法人税等調整額 190,817 △34,499

法人税等合計 511,937 863,514

四半期純利益 1,156,135 1,952,469
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※ 前事業年度(平成29年10月31日)

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。

　

当第３四半期会計期間(平成30年７月31日)

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。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自 平成28年11月１日
至 平成29年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
至 平成30年７月31日)

減価償却費 235,909千円 213,409千円

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成28年11月１日 至 平成29年７月31日)

(1) 配当金支払額

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29年１月27日
定時株主総会

普通株式 399,341 75 平成28年10月31日 平成29年１月30日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四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３四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３四半期累計期間(自 平成29年11月１日 至 平成30年７月31日)

(1) 配当金支払額

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30年１月26日
定時株主総会

普通株式 399,329 75 平成29年10月31日 平成30年１月29日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四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３四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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自 平成28年11月１日 至 平成29年７月31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。

　

当第３四半期累計期間(自 平成29年11月１日 至 平成30年７月31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株当たり情報)

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。

項目
前第３四半期累計期間
(自 平成28年11月１日
至 平成29年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
至 平成30年７月31日)

１株当たり四半期純利益金額 217円14銭 366円70銭

(算定上の基礎)

四半期純利益金額(千円) 1,156,135 1,952,469

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) 1,156,135 1,952,469

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,324 5,324

(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。
　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年９月５日

株式会社ソフトウェア・サービス

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 美馬 和実 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 目細 実 印

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29年11月１日から平成30年10月31日までの第50期事業年度の第３四半期会計期間（平成30年５

月１日から平成30年７月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年11月１日から平成30年７月31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30年７月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績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

(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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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