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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50期

第１四半期累計期間
第51期

第１四半期累計期間
第50期

会計期間
自 2017年11月１日
至 2018年１月31日

自 2018年11月１日
至 2019年１月31日

自 2017年11月１日
至 2018年10月31日

売上高 (千円) 3,336,306 3,594,896 17,572,586

経常利益 (千円) 527,531 462,836 3,657,788

四半期(当期)純利益 (千円) 362,525 315,005 2,531,150

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) 16,315,812 18,965,774 19,334,621

総資産額 (千円) 18,483,876 21,266,506 22,955,008

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 68.09 57.87 474.61

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) － － 125.00

自己資本比率 (％) 88.3 89.2 84.2

(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。

５. 第50期の１株当たり配当額は、普通配当75円の他に「創業50周年記念配当」50円が含まれております。

２【事業の内容】

当第１四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１四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【経営者による財政状態、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１四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き緩やかな回復基調で推移しております。

当社が属する医療業界におきましては、国策として引き続き医療の効率化・適正化を進め、医療費・介護費の伸

びを抑制する方向性であります。

また、医療機関におきましては「地域医療構想」による病床の機能分化、医療・介護の連携への取り組みが求め

られており、住み慣れた地域で住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「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ます。これらを実現するには、基盤となる医療情報システムが必要不可

欠であり、今後も更なる普及が期待されます。

医療情報システム市場におきましては、大規模病院で一定数の導入が進んだ中、中小病院での導入も進んでおり、

普及率も年々高まってきております。

また、既に医療情報システムを導入している医療機関等でのリプレイス市場も活発化しており、引き続き、医療

情報システム市場における有力ベンダー数社間の競争は激しさを増しております。

このような事業環境の下、当社は電子カルテシステムをはじめとする医療情報システムの開発・販売・導入・保

守を中心に事業展開し、顧客満足度の向上に努めてまいります。

この結果、売上高は3,594百万円（前年同期比7.8％増）、利益面におきましては営業利益463百万円（同10.9％

減）、経常利益462百万円（同12.3％減）、四半期純利益315百万円（同13.1％減）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１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して1,688百万円減少し、21,266百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金1,560百万円の減少、売掛金414百万円の減少、有価証券500百万円の増加、たな卸資産

523百万円の増加、有形固定資産65百万円の減少、投資有価証券504百万円の減少及び投資その他の資産「その他」

に含まれる繰延税金資産144百万円の減少によるものであります。

(負債)

当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比較して1,319百万円減少し、2,300百万円となりました。主

な要因は、買掛金253百万円の増加、未払法人税等1,096百万円の減少、流動負債「その他」に含まれる未払金392百

万円の減少及び未払消費税等128百万円の減少によるものであります。

(純資産)

当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比較して368百万円減少し、18,965百万円となりました。主

な要因は、四半期純利益315百万円、第50期利益剰余金の配当680百万円によるものであります。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、93百万円であります。

なお、当第１四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１四半期累計期間において、ハードウェア仕入高1,387百万円（前年同期比21.2％増）、売上高3,594百万円

（同7.8％増）となりました。

　

（６）主要な設備

当第１四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
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変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第１四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。
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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１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年１月31日)

提出日現在発行数(株)
(2019年３月８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】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の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）【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)

2018年11月１日～
2019年１月31日

－ 5,488,000 － 847,400 － 1,010,800

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四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(2018年10月31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】

2019年１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 44,500 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,437,800 54,378 －

単元未満株式 普通株式 5,700 － －

発行済株式総数 5,488,000 － －

総株主の議決権 － 54,378 －

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株が含まれております。

②【自己株式等】

2019年１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

44,500 － 44,500 0.81

計 － 44,500 － 44,500 0.81

　

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」 (2007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１四半期会計期間(2018年11月１日から2019年１

月31日まで)及び当第１四半期累計期間(2018年11月１日から2019年１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」 (2007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
(2018年10月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,457,328 9,896,549

売掛金 2,716,046 2,301,485

有価証券 - 500,000

商品 297,832 655,249

仕掛品 372,584 538,640

その他 306,124 303,444

貸倒引当金 △2,707 △2,294

流動資産合計 15,147,208 14,193,075

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※ 2,892,884 ※ 2,846,524

構築物（純額） 73,513 71,287

工具、器具及び備品（純額） 212,242 195,300

土地 2,415,885 2,415,885

有形固定資産合計 5,594,525 5,528,997

無形固定資産 6,744 37,693

投資その他の資産

投資有価証券 1,129,096 625,077

関係会社株式 20,000 20,000

その他 1,057,433 861,662

投資その他の資産合計 2,206,529 1,506,740

固定資産合計 7,807,799 7,073,431

資産合計 22,955,008 21,266,506

負債の部

流動負債

買掛金 1,314,773 1,567,932

未払法人税等 1,115,802 19,723

前受金 160,799 114,560

その他 1,029,010 598,516

流動負債合計 3,620,386 2,300,732

負債合計 3,620,386 2,300,732

純資産の部

株主資本

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,901,330 1,901,330

利益剰余金 16,608,249 16,242,826

自己株式 △75,504 △75,774

株主資本合計 19,281,474 18,915,781

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 53,147 49,992

評価・換算差額等合計 53,147 49,992

純資産合計 19,334,621 18,965,774

負債純資産合計 22,955,008 21,266,506
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2017年11月１日
　至 2018年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2018年11月１日
　至 2019年１月31日)

売上高 3,336,306 3,594,896

売上原価 2,443,662 2,729,841

売上総利益 892,644 865,055

販売費及び一般管理費 372,814 401,666

営業利益 519,830 463,389

営業外収益

受取利息 100 643

受取配当金 611 621

受取事務手数料 2,138 2,138

受取賃貸料 2,120 2,747

その他 2,730 2,389

営業外収益合計 7,701 8,540

営業外費用

その他 0 9,092

営業外費用合計 0 9,092

経常利益 527,531 462,836

税引前四半期純利益 527,531 462,836

法人税、住民税及び事業税 177,500 2,181

法人税等調整額 △12,494 145,650

法人税等合計 165,005 147,831

四半期純利益 362,525 315,005
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※ 前事業年度(2018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１四半期会計期間(2019年１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１四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１四半期累計期

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１四半期累計期間
(自 2017年11月１日
至 2018年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年１月31日)

減価償却費 69,257千円 67,793千円

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2017年11月１日 至 2018年１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

2018年１月26日

定時株主総会
普通株式 399,329 75 2017年10月31日 2018年１月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四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１四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。

　

当第１四半期累計期間(自 2018年11月１日 至 2019年１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

2019年１月25日

定時株主総会
普通株式 680,427 125 2018年10月31日 2019年１月28日 利益剰余金

　 （注）第50期の１株当たり配当額は、普通配当75円の他に「創業50周年記念配当」50円が含まれております。

２．基準日が当第１四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１四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１四半期累計期間(自 2017年11月１日 至 2018年１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１四半期累計期間(自 2018年11月１日 至 2019年１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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
(自 2017年11月１日
至 2018年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年１月31日)

１株当たり四半期純利益 68円09銭 57円87銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 362,525 315,005

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(千円) 362,525 315,005

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,324 5,443

(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

2019年３月７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2018年11月１日から2019年10月31日までの第51期事業年度の第１四半期会計期間(2018年11月１日か

ら2019年１月31日まで)及び第１四半期累計期間(2018年11月１日から2019年１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2019年１月31日現在の財政状態及び同

日をもって終了する第１四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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