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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29期

第１四半期累計期間
第30期

第１四半期累計期間
第29期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 819,963 802,288 3,296,720

経常利益 (千円) 119,123 83,681 561,885

四半期(当期)純利益 (千円) 61,563 50,022 313,471

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 686,296 686,296 686,296

発行済株式総数 (株) 2,089,200 2,089,200 2,089,200

純資産額 (千円) 2,866,067 3,136,594 3,118,040

総資産額 (千円) 8,518,173 8,222,003 8,656,977

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 29.47 23.94 150.04

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) ― ― 15

自己資本比率 (％) 33.6 38.1 36.0
 

(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、連結会計年度にかか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、消費税等は含んでおりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)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。

 

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。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１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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の重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 
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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、消費関連企業の販売動向をみますと、昨年の消費税率引き上げ

後は駆け込み需要の反動の影響等から低迷しておりましたが、雇用・所得環境の改善や株価上昇による資産効果

等に加え、訪日外国人需要の増加もあり全体としては、緩やかな改善基調にあると思われます。

このような状況の下、当業界においては日本創成会議における「高齢者の地方移住」提言は今後の看護・介護

業界に大きな波紋が広がって行きそうな様相であります。当社は当第１四半期累計期間において、札幌市内の介

護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、小樽市のサービス付き高齢者向け住宅に、要介護高齢者を重点に

入居促進を行った結果、95％の入居率を確保いたしました。また、雇用情勢の厳しい中、医療と介護の連携強

化、優秀な介護人材の確保、サービスの質の向上を重要課題と捉え、従業員の雇用条件の見直しなど処遇改善を

実施してまいりました。

以上の結果、第１四半期累計期間における売上高は802,288千円（前年同期比2.16％減）、営業利益85,599千

円（前年同期比30.97％減）、経常利益83,681千円（前年同期比29.75％減）、四半期純利益50,022千円（前年同

期比18.75％減）となりました。

 

(2) 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。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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 3,096,000

計 3,096,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月13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 2,089,200 2,089,200
札幌証券取引所

(アンビシャス市場)
単元株式数は100株でありま
す。

計 2,089,200 2,089,200 ― ―
 

 
(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27年４月１日～
平成27年６月30日

― 2,089,200 ― 686,296 ― 566,296
 

 

(6) 【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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(7) 【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、株主名簿の記載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27年３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】

   平成27年６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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　2,089,200 20,892 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 2,089,200 ― ―

総株主の議決権 ― 20,892 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、100株(議決権の数１個)含まれており

ます。

 

② 【自己株式等】

  平成27年６月30日現在

所有者の氏名
または名称

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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

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】

 

１．四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、第１四半期会計期間(平成27年４月１日から平成27年

６月30日まで)および第１四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て監査法人銀河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

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を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27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※1  6,533,478 ※1  6,591,182

  営業未収入金 328,970 324,749

  商品 1,335 1,441

  未収消費税等 255,236 －

  その他 127,979 115,523

  流動資産合計 7,247,000 7,032,897

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース資産（純額） 501,039 493,624

   その他（純額） ※2  326,694 ※2  118,823

   有形固定資産合計 827,734 612,447

  無形固定資産   

   のれん 7,686 5,589

   リース資産 30,712 28,340

   その他 6,940 6,926

   無形固定資産合計 45,339 40,856

  投資その他の資産   

   その他 576,512 575,411

   貸倒引当金 △39,609 △39,609

   投資その他の資産合計 536,903 535,801

  固定資産合計 1,409,976 1,189,105

 資産合計 8,656,977 8,222,003

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 68,000 167,000

  未払法人税等 208,435 23,874

  入居金預り金 707,218 694,516

  介護料預り金 73,814 73,090

  賞与引当金 14,803 13,802

  その他 493,147 285,917

  流動負債合計 1,565,419 1,258,201

 固定負債   

  長期入居金預り金 2,934,996 2,810,801

  長期介護料預り金 328,673 316,205

  退職給付引当金 42,439 42,615

  役員退職慰労引当金 17,654 18,495

  その他 649,753 639,088

  固定負債合計 3,973,517 3,827,207

 負債合計 5,538,937 5,085,408

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 686,296 686,296

  資本剰余金 566,296 566,296

   資本準備金 566,296 566,296

  利益剰余金 1,864,972 1,883,656

   利益準備金 3,855 3,855

   その他利益剰余金   

    別途積立金 384,000 384,000
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    繰越利益剰余金 1,477,117 1,495,801

  株主資本合計 3,117,565 3,136,250

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 474 344

  評価・換算差額等合計 474 344

 純資産合計 3,118,040 3,136,594

負債純資産合計 8,656,977 8,222,003
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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 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 819,963 802,288

売上原価 626,860 648,694

売上総利益 193,102 153,593

販売費及び一般管理費 69,106 67,994

営業利益 123,995 85,599

営業外収益   

 受取利息 357 449

 受取配当金 27 28

 受取手数料 875 908

 受取賃貸料 2,562 2,466

 還付加算金 － 2,377

 その他 899 2,180

 営業外収益合計 4,722 8,411

営業外費用   

 支払利息 8,634 8,741

 長期前払費用償却 841 1,449

 その他 118 138

 営業外費用合計 9,594 10,329

経常利益 119,123 83,681

税引前四半期純利益 119,123 83,681

法人税、住民税及び事業税 23,430 21,465

法人税等調整額 34,129 12,193

法人税等合計 57,560 33,658

四半期純利益 61,563 50,022
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
 

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

現金及び預金　（注）      280,000千円      280,000千円
 

　
(注)　物上保証の内訳

　担保に供している資産の現金及び預金の内、前事業年度および当第１四半期会計期間の280,000千円はデベ

ロッパーの資金借入に対する預金担保差入（第三者担保）であります。

　

※２ 国庫補助金等の受入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。

 
 

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

有形固定資産
　その他（純額）　

     148,246千円 355,250千円

 

 

(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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであり

ます。

 
前第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 13,584千円      13,644千円

のれんの償却額 2,096千円     2,096千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

配当に関する事項

　　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26年５月14日
取締役会

普通株式 25,070 12.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

(注)　平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割いたしております。取締役会決議の１株当た

り配当額については、当該株式分割を踏まえた額を記載しています。

 

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。

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

配当に関する事項

　　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27年５月14日
取締役会

普通株式 31,338 15.00 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金
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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。

 
(持分法損益等)

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】

当社は、セグメントごとの区分をしていないため、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。

 
前第１四半期累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 29円47銭  23円94銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 61,563 50,022

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) 61,563 50,022

普通株式の期中平均株式数(株) 2,089,200 2,089,200
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半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。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成27年５月14日開催の取締役会において、平成27年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり

期末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                                31,338千円

②　１株当たりの金額      　                     15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成27年６月26日
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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27年８月13日

株式会社光ハイツ・ヴェラス

取締役会  御中

監査法人 銀河
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   川   上   洋   司   印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   中   原   郁　　乃   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光ハイ

ツ・ヴェラスの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第30期事業年度の第１四半期会計期間(平成27年４月１日

から平成27年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年６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為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、株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成27年６月30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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