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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30期

第３四半期累計期間
第31期

第３四半期累計期間
第30期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 2,395,361 2,407,800 3,177,929

経常利益 (千円) 211,161 193,779 255,401

四半期(当期)純利益 (千円) 121,935 114,247 148,822

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) 3,208,331 3,324,882 3,235,169

総資産額 (千円) 8,056,083 7,597,076 7,820,168

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 58.36 54.68 71.23

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) ― ― ―

自己資本比率 (％) 39.8 43.8 41.4
 

 

回次
第30期

第３四半期会計期間
第31期

第３四半期会計期間

会計期間
自　平成27年10月１日
至　平成27年12月31日

自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 17.16 15.81
 

(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。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３四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】

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】

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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、日経平均株価が年末から年始にかけ19,000円台へと上昇のな

か、今後の世界経済及び日本経済は、１月20日に第45代米国大統領に就任したドナルド・トランプ氏の動向に目

が離せない状況にあります。

このような状況の下、当第３四半期累計期間において、当社は昨年４月に設立30周年を迎えました。これを機

に近年多くの高齢者介護事業者や、国土交通省の推進する補助金事業によるサービス付き高齢者向け住宅が設置

され続けており、顧客獲得競争が激化しております。これらに対抗するため、既存の入居一時金方式の施設にお

ける入居費用の見直しを図りました。入居しやすい新たな家賃方式を明確に打ち出すなど、高齢化が進む札幌市

内南区、豊平区の施設周辺地域の潜在顧客の掘り起こしを行いました。また、当社の協力医療機関等に働きか

け、入院者の退院後に自宅での生活が困難な高齢者の受入体制を強化するなど入居促進を継続して行った結果、

入居率約91％を確保、維持いたしました。また、この間当社初の通所介護事業として「さっぽろ南デイサービス

センター」を札幌市南区南32条に開設するとともに、既存の特定施設光ハイツ・ヴェラス石山・月寒公園・藤野

の３施設によるショートステイ（短期入所生活介護）事業を開始し、介護保険報酬の増収につなげてまいりまし

た。

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は2,407,800千円（前年同期比0.5％増）、営業利益

201,919千円（前年同期比8.5％減）、経常利益193,779千円（前年同期比8.2％減）、四半期純利益114,247千円

（前年同期比6.3％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。

 

(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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２月９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28年10月１日～
平成28年12月31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３四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28年９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28年12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) ― ― ―

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28年12月31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３四半期会計期間(平成28年10月１日から平成28年

12月31日まで)および第３四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日)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28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,162,111 5,906,226

  営業未収入金 328,610 353,085

  商品 1,972 2,135

  その他 123,976 124,152

  流動資産合計 6,616,671 6,385,600

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース資産（純額） 474,159 451,440

   その他（純額） ※  126,238 ※  142,794

   有形固定資産合計 600,397 594,234

  無形固定資産   

   リース資産 21,221 43,233

   その他 12,884 6,842

   無形固定資産合計 34,106 50,075

  投資その他の資産   

   その他 606,220 603,392

   貸倒引当金 △37,227 △36,227

   投資その他の資産合計 568,993 567,165

  固定資産合計 1,203,497 1,211,475

 資産合計 7,820,168 7,597,076

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 100,000 100,000

  未払法人税等 4,531 38,927

  入居金預り金 675,961 639,783

  介護料預り金 70,633 66,416

  賞与引当金 17,782 9,477

  その他 267,510 317,111

  流動負債合計 1,136,418 1,171,717

 固定負債   

  長期入居金預り金 2,486,447 2,159,221

  長期介護料預り金 277,260 240,216

  退職給付引当金 46,268 52,529

  役員退職慰労引当金 21,018 23,541

  その他 617,584 624,967

  固定負債合計 3,448,579 3,100,476

 負債合計 4,584,998 4,272,193

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 1,982,456 2,071,633

   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

    繰越利益剰余金 1,594,601 1,683,778

  株主資本合計 3,235,049 3,324,227

 評価・換算差額等   
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  その他有価証券評価差額金 119 655

  評価・換算差額等合計 119 655

 純資産合計 3,235,169 3,324,882

負債純資産合計 7,820,168 7,597,076
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 2,395,361 2,407,800

売上原価 1,965,127 1,990,402

売上総利益 430,233 417,398

販売費及び一般管理費 209,450 215,478

営業利益 220,782 201,919

営業外収益   

 受取利息 1,008 600

 受取配当金 28 27

 受取手数料 2,743 3,057

 受取賃貸料 9,912 9,951

 寄付金収入 － 1,000

 還付加算金 2,377 73

 その他 4,840 5,248

 営業外収益合計 20,910 19,959

営業外費用   

 支払利息 26,416 24,889

 長期前払費用償却 3,708 2,502

 その他 406 707

 営業外費用合計 30,532 28,099

経常利益 211,161 193,779

税引前四半期純利益 211,161 193,779

法人税、住民税及び事業税 73,690 78,816

法人税等調整額 15,535 715

法人税等合計 89,225 79,532

四半期純利益 121,935 114,247
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【注記事項】

(追加情報)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期会計期間から適用しております。
 

 

(四半期貸借対照表関係)

※ 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28年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

有形固定資産
　その他（純額）　

 355,250千円  355,250千円

 

 

(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(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３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 41,346千円 45,810千円

のれんの償却額 6,288千円 ―
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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
 

 

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。

 
Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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28年５月11日
取締役会

普通株式 25,070 12.00 平成28年３月31日 平成28年６月27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。

 
(持分法損益等)

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】

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３四半期累計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 58円36銭 54円68銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 121,935 114,247

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) 121,935 114,247

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】

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29年２月９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   木　　下   　 均　 　　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28年４月１日から平成29年３月31日までの第31期事業年度の第３四半期会計期間（平成28年10月１

日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年12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28年12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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