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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18期

第２四半期連結
累計期間

第19期
第２四半期連結

累計期間
第18期

会計期間
自2016年４月１日
至2016年９月30日

自2017年４月１日
至2017年９月30日

自2016年４月１日
至2017年３月31日

売上収益
（千円）

549,867 748,508 1,154,529

（第２四半期連結会計期間） (257,944) (353,063)  

税引前四半期（当期）利益 （千円） 137,599 106,812 141,368

親会社の所有者に帰属する四半期

（当期）利益 （千円）
93,516 65,708 88,881

（第２四半期連結会計期間） (35,418) (19,037)  

親会社の所有者に帰属する四半期

（当期）包括利益
（千円） 93,516 41,256 191,004

親会社の所有者に帰属する持分 （千円） 1,341,917 1,481,927 1,440,130

総資産額 （千円） 1,764,067 2,063,294 1,930,820

基本的１株当たり四半期（当期）

利益 （円）
17.87 12.52 16.97

（第２四半期連結会計期間） (6.76) (3.63)  

希薄化後１株当たり四半期（当

期）利益
（円） 16.38 11.50 15.57

親会社所有者帰属持分比率 （％） 76.1 71.8 74.6

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 64,547 109,207 76,306

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △57,829 128,558 △276,719

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 346 △4,834 △33,435

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,091,706 1,083,723 850,792

（注）１．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．売上収益には、消費税等は含まれておりません。

３．上記指標は、国際会計基準（以下、「IFRS」）により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に

基づいております。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生、または、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２四半期連結会計期間において、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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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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1）業績の状況

　当社グループを取り巻く医療・ヘルスケア業界においては、高齢化社会の進行とともに医師や看護師をはじめと

する医療の担い手不足や地域偏在、そして診療科偏在が課題に挙げられ、医療従事者の需要はますます高まってお

ります。また、政府は、医療・介護分野における最先端技術の活用、ビッグデータの活用及び情報通信技術（ＩＣ

Ｔ）インフラの整備に取り組んでおり、遠隔診療においては、2018年度の診療報酬改定に向けて、医療の質や生産

性が向上するよう、診療報酬の評価を行うことを進めております。

　このような状況のなか、当社グループは、関東、東海、関西エリアを中心に営業基盤の強化及び医師や看護師の

ネットワークの拡大を図り、非常勤医師紹介件数の増加及び前連結会計年度における連結子会社の増加が寄与し、

売上収益は順調に推移しました。また、九州エリアにおける当社グループの周知及びサービスの拡大を目的に、

2017年６月に福岡営業所の開設を行うとともに、「遠隔診療ポケットドクター」導入拡大に向けて、営業人員及び

販売店の強化を図り、人件費及び販売活動に係る費用が増加しました。

 

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上収益は748,508千円（前年同四半期比36.1％増）、営業利

益は119,303千円（同17.1％減）、税引前四半期利益は106,812千円（同22.4％減）、親会社の所有者に帰属する四

半期利益は65,708千円（同29.7％減）となりました。

　また、売上収益の内訳は、医療人材サービス（医師、その他の医療従事者）720,999千円（同34.0％増）、その

他27,508千円（同135.3％増）であります。

 

(2）財政状態に関する分析

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計につきましては、2,063,294千円となり、前連結会計年度末に対

して132,474千円増加しました。これは、主に資本性金融商品の売却により非流動資産のその他の金融資産が

158,853千円減少しましたが、現金及び現金同等物が232,931千円増加、営業債権及びその他の債権が34,961千円増

加、繰延税金資産が43,592千円増加したことによります。

 

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計につきましては、533,963千円となり、前連結会計年度末に対し

て90,815千円増加しました。これは、主に営業債務及びその他の債務が25,740千円減少しましたが、未払法人所得

税が81,804千円増加、その他の流動負債が29,206千円増加したことによります。

 

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資本合計につきましては、1,529,331千円となり、前連結会計年度末に対

して41,659千円増加しました。これは、主に親会社の所有者に帰属する四半期利益の計上により利益剰余金が増加

したことによります。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結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。）の残高は、1,083,723千円

となり、前連結会計年度末に対して232,931千円増加しました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は109,207千円（前年同四半期比69.2％増）となりま

した。これは、主に営業債権及びその他の債権34,961千円の増加、営業債務及びその他の債務24,840千円の減少、

法人所得税の支払額が9,609千円ありましたが、税引前四半期利益106,812千円の計上、減価償却費及び償却費

25,050千円の計上等によるものであります。

 

 

EDINET提出書類

ＭＲＴ株式会社(E31071)

四半期報告書

 4/25



（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の投資活動の結果獲得した資金は128,558千円（前年同四半期は57,829千円の使用）

となりました。これは、主にその他の金融資産の取得による支出が50,000千円ありましたが、その他の金融資産の

売却による収入190,000千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）

　当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は4,834千円（前年同四半期は346千円の獲得）となり

ました。これは、主に長期借入金の返済による支出5,122千円によるものであります。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(6）従業員の数

　当第２四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に比べ従業員数が20名増加しておりますが、この要因は

新入社員の採用等によるものです。
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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 14,240,000

計 14,240,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2017年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2017年11月14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 5,250,600 5,250,600
東京証券取引所

（マザーズ）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 5,250,600 5,250,600 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、2017年11月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

（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）

2017年７月10日～

2017年８月８日（注）
2,600 5,250,600 165 426,345 165 386,345

　（注）新株予約権の行使による増加であります。
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（６）【大株主の状況】

  2017年９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（％）

株式会社冨田医療研究所 東京都渋谷区恵比寿西一丁目18番３号 1,200,000 22.85

冨田　兵衛 東京都渋谷区 861,000 16.40

冨田　留美 東京都渋谷区 320,000 6.09

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目４番10号 270,000 5.14

株式会社アイフラッグ 東京都港区芝公園二丁目４番１号 270,000 5.14

小川　智也 東京都目黒区 161,800 3.08

馬場　稔正 東京都練馬区 80,000 1.52

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10

号
31,100 0.59

松井証券株式会社 東京都千代田区麴町一丁目４番地 30,400 0.58

越智　邦明 愛媛県松山市 30,000 0.57

計 － 3,254,300 61.98

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2017年９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　　　　　100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   5,248,500 52,485 －

単元未満株式 普通株式       2,000 － －

発行済株式総数 5,250,600 － －

総株主の議決権 － 52,485 －

 

②【自己株式等】

2017年９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

（％）

MRT株式会社
東京都渋谷区神南

一丁目18番２号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の要約四半期連結財務諸表は、「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93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠し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、第２四半期連結会計期間（2017年７月１日から2017

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2017年４月１日から2017年９月30日まで）に係る要約四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

（単位：千円）

 注記
前連結会計年度

（2017年３月31日）
 

当第２四半期連結会計期間
（2017年９月30日）

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  850,792  1,083,723

営業債権及びその他の債権  175,802  210,764

棚卸資産  1,514  1,480

その他の金融資産  900  －

その他の流動資産  36,107  39,262

流動資産合計  1,065,116  1,335,230

     

非流動資産     

有形固定資産  64,408  58,594

のれん  222,801  222,801

無形資産  68,221  60,367

持分法で会計処理されている投資  128,674  116,567

その他の金融資産 ６ 336,967  178,113

繰延税金資産  12,278  55,870

その他の非流動資産  32,351  35,749

非流動資産合計  865,703  728,064

資産合計  1,930,820  2,063,294
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（単位：千円）
 

 注記
前連結会計年度

（2017年３月31日）
 

当第２四半期連結会計期間
（2017年９月30日）

負債及び資本     

負債     

流動負債     

営業債務及びその他の債務  157,366  131,626

借入金 ６ 11,104  11,964

その他の金融負債  10,411  15,680

未払法人所得税  14,640  96,444

その他の流動負債  67,872  97,079

流動負債合計  261,395  352,794

     

非流動負債     

借入金 ６ 19,106  13,124

その他の金融負債 ６ 100,953  101,311

退職給付に係る負債  42,436  47,454

引当金  19,256  19,279

非流動負債合計  181,753  181,169

負債合計  443,148  533,963

     

資本     

資本金  426,075  426,345

資本剰余金  377,089  377,537

利益剰余金  534,233  674,355

自己株式  △191  △191

その他の資本の構成要素  102,924  3,880

親会社の所有者に帰属する持分合計  1,440,130  1,481,927

非支配持分  47,540  47,404

資本合計  1,487,671  1,529,331

負債及び資本合計  1,930,820  2,063,294

 

EDINET提出書類

ＭＲＴ株式会社(E31071)

四半期報告書

10/25



（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】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

 注記
前第２四半期連結累計期間
（自2016年４月１日

至2016年９月30日）
 

当第２四半期連結累計期間
（自2017年４月１日
至2017年９月30日）

売上収益 ８ 549,867  748,508

売上原価  △90,934  △193,093

売上総利益  458,933  555,414

販売費及び一般管理費 ９ △315,060  △436,281

その他の収益  113  170

営業利益  143,986  119,303

持分法による投資損失  △4,207  △12,106

金融収益  5  93

金融費用  △2,184  △477

税引前四半期利益  137,599  106,812

法人所得税費用  △44,155  △41,240

四半期利益  93,443  65,572

     

四半期利益の帰属     

親会社の所有者  93,516  65,708

非支配持分  △72  △136

四半期利益  93,443  65,572

     

１株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益（円） 10 17.87  12.52

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 10 16.38  11.50
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

 注記
前第２四半期連結会計期間
（自2016年７月１日

至2016年９月30日）
 

当第２四半期連結会計期間
（自2017年７月１日
至2017年９月30日）

売上収益  257,944  353,063

売上原価  △45,950  △95,194

売上総利益  211,993  257,868

販売費及び一般管理費  △155,913  △220,998

その他の収益  113  －

営業利益  56,193  36,870

持分法による投資損失  △2,428  △5,652

金融収益  5  90

金融費用  △486  △204

税引前四半期利益  53,284  31,104

法人所得税費用  △18,032  △12,174

四半期利益  35,252  18,930

     

四半期利益の帰属     

親会社の所有者  35,418  19,037

非支配持分  △166  △107

四半期利益  35,252  18,930

     

１株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益（円） 10 6.76  3.63

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 10 6.20  3.33
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【要約四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

 注記
前第２四半期連結累計期間
（自2016年４月１日

至2016年９月30日）
 

当第２四半期連結累計期間
（自2017年４月１日
至2017年９月30日）

四半期利益  93,443  65,572

     

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
 －  △24,452

純損益に振り替えられることのない項目

合計
 －  △24,452

税引後その他の包括利益  －  △24,452

四半期包括利益  93,443  41,119

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  93,516  41,256

非支配持分  △72  △136

四半期包括利益  93,443  41,119
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

 注記
前第２四半期連結会計期間
（自2016年７月１日

至2016年９月30日）
 

当第２四半期連結会計期間
（自2017年７月１日
至2017年９月30日）

四半期利益  35,252  18,930

     

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
 －  △11,270

純損益に振り替えられることのない項目

合計
 －  △11,270

税引後その他の包括利益  －  △11,270

四半期包括利益  35,252  7,659

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  35,418  7,767

非支配持分  △166  △107

四半期包括利益  35,252  7,659
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（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　2016年４月１日　至　2016年９月30日）

（単位：千円）

  親会社の所有者に帰属する持分  

非支配持分

 

資本合計
 注記 資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  

その他の
資本の
構成要素

 合計   

2016年４月１日時点の残高  425,010  375,423  442,094  △70  3,752  1,246,210  47,847  1,294,058

四半期利益      93,516      93,516  △72  93,443

その他の包括利益                 

四半期包括利益合計      93,516      93,516  △72  93,443

株式の発行  702  987      △284  1,405    1,405

自己株式の取得        △120    △120    △120

株式に基づく報酬取引          906  906    906

所有者との取引額合計  702  987  －  △120  622  2,190  －  2,190

2016年９月30日時点の残高  425,712  376,410  535,611  △191  4,374  1,341,917  47,775  1,389,692

 

当第２四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年９月30日）

（単位：千円）

  親会社の所有者に帰属する持分  

非支配持分

 

資本合計
 注記 資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  

その他の
資本の
構成要素

 合計   

2017年４月１日時点の残高  426,075  377,089  534,233  △191  102,924  1,440,130  47,540  1,487,671

四半期利益      65,708      65,708  △136  65,572

その他の包括利益          △24,452  △24,452    △24,452

四半期包括利益合計      65,708    △24,452  41,256  △136  41,119

株式の発行  270  447      △177  540    540

その他の資本の構成要素から

利益剰余金への振替
     74,413    △74,413  －    －

所有者との取引額合計  270  447  74,413  －  △74,591  540  －  540

2017年９月30日時点の残高  426,345  377,537  674,355  △191  3,880  1,481,927  47,404  1,529,331
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（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

 注記
前第２四半期連結累計期間
（自2016年４月１日

至2016年９月30日）
 

当第２四半期連結累計期間
（自2017年４月１日
至2017年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期利益  137,599  106,812

減価償却費及び償却費  17,859  25,050

金融収益  △5  △93

金融費用  2,184  477

持分法による投資損益（△は益）  4,207  12,106

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）
 △33,648  △34,961

棚卸資産の増減額（△は増加）  △385  33

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）
 △4,252  △24,840

その他  △15,740  34,310

小計  107,819  118,896

利息及び配当金の受取額  5  7

利息の支払額  △8  △86

法人所得税の支払額  △43,267  △9,609

営業活動によるキャッシュ・フロー  64,547  109,207

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  △11,860  △654

無形資産の取得による支出  △45,968  △11,628

その他の金融資産の売却による収入  －  190,000

その他の金融資産の取得による支出  －  △50,000

その他  －  840

投資活動によるキャッシュ・フロー  △57,829  128,558

財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  －  △5,122

リース債務の返済による支出  △937  △252

株式の発行による収入  1,405  540

自己株式の取得による支出  △120  －

財務活動によるキャッシュ・フロー  346  △4,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  7,065  232,931

現金及び現金同等物の期首残高  1,084,641  850,792

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,091,706  1,083,723
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

　MRT株式会社（以下、「当社」）は、日本国東京都に所在する株式会社であります。要約四半期連結財務諸表

は、2017年９月30日を期末日とし、当社及び子会社（以下、「当社グループ」）、並びに当社の関連会社に対す

る持分により構成されております。当社グループは、非常勤医師紹介及び常勤医師紹介を中心とした医療情報プ

ラットフォームの提供事業を主に行っております。当社グループの2017年９月30日に終了する期間の要約四半期

連結財務諸表は、2017年11月14日に取締役会によって承認されております。

 

２．作成の基礎

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しております。当社グループは、四半

期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、同第93

条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」を適用しております。なお、要約四半期連結財務諸表

は、年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報を含んでいないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併

せて使用されるべきものであります。

 

３．重要な会計方針

　当社グループの本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、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

　当社グループは、第１四半期連結会計期間より、以下の基準を採用しております。

 

IFRS 基準名 新設・改訂の概要

IAS第７号 キャッシュ・フロー計算書

IAS第７号の改訂により、財務活動から生じた負債の変動を財務諸表

利用者が評価できるようにするための情報の開示が求められておりま

す。

　上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

　要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告

額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績はこれらの見積り

とは異なる場合があります。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見

積りを見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。

　経営者が行った重要な見積り及び判断を行った項目は、原則として前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様

であります。

 

５．セグメント情報

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

　なお、当社グループは、医療情報プラットフォームの提供事業の単一セグメントであります。サービスごとの

外部顧客に対する売上収益は、注記「８．売上収益」に記載しております。
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６．金融商品の公正価値

(1）公正価値のレベル別分類

　当社グループでは、公正価値で測定した金融資産及び金融負債を以下のとおりレベル１からレベル３の階層

に分類しております。

レベル１：活発な市場における無調整の同一資産・負債の市場価格のインプット

レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外で、資産・負債に対して直接又は間接に観察可能なインプット

レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプット

 

(2）公正価値の算定方法

　公正価値で測定される金融商品に使用される主な評価技法は、以下のとおりであります。

（市場性のない資本性金融商品）

　市場性のない資本性金融商品は、その公正価値の評価にあたっては、投資先の将来の収益性の見通し及び

当該投資に関するリスクに応じた割引率等のインプット情報及び相対取引における価格を考慮しており、レ

ベル３に分類しております。観察不能なインプットのうち主なものは、資本性金融商品の相対取引における

価格であります。

 

（市場性のない負債性金融商品）

　市場性のない負債性金融商品として、新株予約権付社債を有しております。その公正価値の評価にあたっ

ては、転換権の行使の有無別による公正価値をそれぞれ見積もり、オプション内容に応じて必要な調整を

行っております。転換権を行使した場合の公正価値は、投資先の資本性金融商品の相対取引における価格を

考慮し、行使しなかった場合の公正価値は、資本への転換オプションがない類似の社債の価格を参考にして

おり、レベル３に分類しております。観察不能なインプットのうち主なものは、投資先の資本性金融商品の

相対取引における価格であります。

 

（借入金）

　借入金の公正価値は、同一の残存期間で同条件の借入を行う場合の金利に基づき、予測将来キャッシュ・

フローを現在価値に割り引くことにより算定し、レベル２に分類しております。

 

（未払金）

　未払金の公正価値は、支払が見込まれる期日までの期間に応じた金利に基づき、予測将来キャッシュ・フ

ローを現在価値に割り引くことにより算定し、レベル２に分類しております。

 

(3）償却原価で測定される金融商品

　償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（2017年３月31日）
 

当第２四半期連結会計期間
（2017年９月30日）

 帳簿価額  公正価値  帳簿価額  公正価値

償却原価で測定する金融負債：        

借入金 30,210  30,368  25,088  24,974

未払金 100,953  109,944  101,311  110,469

合計 131,163  140,313  126,399  135,444

 

（注）預金、営業債権及びその他の債権、その他の金融資産、営業債務及びその他の債務及びその他の金融

負債は、公正価値が帳簿価額に近似しているため、上記に含めておりません。
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(4）公正価値で測定される金融商品

　定期的に公正価値で測定される金融資産の公正価値は以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

前連結会計年度
（2017年３月31日）

レベル１  レベル２  レベル３  合計

資産：        

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産
       

新株予約付社債（注）２、３ －  －  67,952  67,952

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
       

資本性金融商品 －  －  209,060  209,060

合計 －  －  277,012  277,012

（注）１．当連結会計年度において、レベル１、レベル２及びレベル３の間で振替が行われた金融商品はありません。

２．新株予約権付社債のうち、当該社債の発行体が資金による償還又は普通株式発行の選択権を有するものは

17,952千円であります。

３．関連会社が発行する新株予約権付社債50,000千円は、レベル３に含めております。

 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
（2017年９月30日）

レベル１  レベル２  レベル３  合計

資産：        

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産
       

新株予約付社債（注）２、３ －  －  118,038  118,038

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
       

資本性金融商品 －  －  60  60

合計 －  －  118,098  118,098

（注）１．当第２四半期連結会計期間において、レベル１、レベル２及びレベル３の間で振替が行われた金融商品はあ

りません。

２．新株予約権付社債のうち、当該社債の発行体が資金による償還又は普通株式発行の選択権を有するものは

18,038千円であります。

３．関連会社が発行する新株予約権付社債100,000千円は、レベル３に含めております。

 

　レベル３に分類された金融商品の公正価値測定の増減は以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年９月30日）

 
 
 

当第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

期首残高 84,479  277,012

取得 －  50,000

売却 －  △190,000

純損益（注）１ △1,800  86

その他の包括利益（注）２ －  △19,000

期末残高 82,679  118,098

期末に保有する資産について純損益に計上した当期

の未実現損益の変動
△1,800  86

（注）１．純損益に含まれている利得及び損失は、決算日時点の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関する

ものであります。この利得及び損失は、要約四半期連結損益計算書の「金融収益」及び「金融費用」に含ま

れております。

２．その他の包括利益に含まれている損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融

資産に関するものであります。この損失は、要約四半期連結包括利益計算書の「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」に含まれております。
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　レベル３に分類された金融商品は、非上場株式及び非上場の新株予約権付社債により構成されております。

当該金融資産の公正価値評価においては、市場からは観察不能なインプットを用いた見積りを行っておりま

す。公正価値の評価結果については、上位者に報告され、承認を受けております。

　当第２四半期連結累計期間における主なインプットは資本性金融商品の相対取引の価格であります。このイ

ンプットが10％変動した場合の要約四半期損益計算書の税引前四半期利益及び要約四半期連結包括利益計算書

その他の包括利益（税効果考慮前）に与える影響額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前第２四半期連結会計期間

（2016年９月30日）

 
 
 

当第２四半期連結会計期間
（2017年９月30日）

相対取引の価格が10％上昇した場合    

税引前四半期利益 －  10,000

その他の包括利益（税効果考慮前） 6,650  6

相対取引の価格が10％落下した場合    

その他の包括利益（税効果考慮前） △6,650  △6
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７．配当金

該当事項はありません。

 

８．売上収益

　当社グループは、医療情報プラットフォーム事業を行っており、医療人材サービスとその他のサービスを提供

しております。医療人材サービスは、人材紹介サービスと人材派遣サービスから構成され、その顧客である医療

機関から対価として受領した金額を収益として認識しております。

　人材紹介サービスの収益は、医療人材が紹介先である医療機関に勤務を開始した日の一時点に認識しておりま

す。これは、当社グループの履行義務が、医療人材及び勤務予定先の医療機関に対して、医療人材が勤務を開始

することを目的とし、勤務開始までの期間のサポートを行うものとしておりますが、一定期間にわたり充足され

る履行義務の要件を満たさないためであります。なお、当社グループは、医療人材の勤務実績が退職等により一

定期間に満たなかった場合には、医療機関から受領した対価の一部を返金する義務を有しているため、当該金額

を返金負債として認識しております。また、当社グループは、医療機関に対して、当社グループのサービスの利

用に応じてポイントを付与し、ポイントに応じた対価を支払う制度を導入しております。そのため、当社グルー

プは、当該制度において付与されたポイントを、返金負債として認識しております。

　人材派遣サービスの収益は、医療機関と締結した派遣契約に基づく契約期間内において実際の労働時間に対応

した一定期間にわたって認識しております。

　その他のサービスの収益は、遠隔診療・遠隔健康相談サービスや医療機関情報提供サイトの運営等の情報プ

ラットフォーム事業を展開しており、遠隔診療サービスはサービスの提供の一定期間、それ以外のサービスは

サービスの提供の一時点に認識しております。

 

　顧客との契約から認識した収益

　売上収益はすべて顧客との契約から生じたものであり、その分類は以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年９月30日）

 
 
 

当第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

サービスの種類別    

医療人材サービス 538,174  720,999

その他のサービス 11,693  27,508

合計 549,867  748,508

サービスの移転時期    

一時点 547,932  639,280

一定期間 1,934  109,227

合計 549,867  748,508

 

 

９．販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費の内訳は以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年９月30日）

 
 
 

当第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

従業員給付 139,871  206,138

広告宣伝費及び販売促進費 29,298  38,685

支払手数料及びその他の業務委託費 57,125  72,519

賃借料 26,978  29,702

減価償却費及び償却費 17,859  25,050

その他 43,925  64,185

合計 315,060  436,281
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10．１株当たり利益

　基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後１株当たり四半期利益は以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自2016年４月１日

至2016年９月30日）
 

当第２四半期連結累計期間
（自2017年４月１日
至2017年９月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益（千円） 93,516  65,708

四半期利益調整額（千円） －  －

希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する四半

期利益（千円）
93,516  65,708

    

期中平均普通株式数（株） 5,232,426  5,248,822

普通株式増加数    

新株予約権（株） 476,939  464,190

希薄化後の期中平均普通株式数（株） 5,709,365  5,713,012

    

基本的１株当たり四半期利益（円） 17.87  12.52

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 16.38  11.50

 

 
前第２四半期連結会計期間
（自2016年７月１日

至2016年９月30日）
 

当第２四半期連結会計期間
（自2017年７月１日
至2017年９月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益（千円） 35,418  19,037

四半期利益調整額（千円） －  －

希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する四半

期利益（千円）
35,418  19,037

    

期中平均普通株式数（株） 5,238,952  5,250,115

普通株式増加数    

新株予約権（株） 474,358  465,028

希薄化後の期中平均普通株式数（株） 5,713,310  5,715,143

    

基本的１株当たり四半期利益（円） 6.76  3.63

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 6.20  3.33

 

11．後発事象

　該当事項はありません。
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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  

 

 2017年11月14日

ＭＲＴ株式会社  

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 向井　誠　　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 北澄　裕和　　　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ＭＲＴ株式会社

の2017年４月１日から2018年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2017年７月１日から2017年９月30

日まで）及び第２四半期連結累計期間（2017年４月１日から2017年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表、すな

わち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持

分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・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。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、「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」第93条の規定により国際会計基準第

34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結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要約四半期連結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、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対

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、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報

告」に準拠して、ＭＲＴ株式会社及び連結子会社の2017年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連

結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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

 （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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