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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35期

第１四半期
連結累計期間

第36期
第１四半期
連結累計期間

第35期

会計期間
自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

売上高 （千円） 2,819,362 3,055,949 11,731,771

経常利益又は経常損失（△） （千円） △75,896 △42,553 70,648

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）又は親会社株主に帰属す

る当期純利益

（千円） △28,705 △13,083 9,421

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △28,966 △13,547 10,233

純資産額 （千円） 989,240 1,014,893 1,028,440

総資産額 （千円） 15,853,468 17,427,299 16,285,014

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額

（円） △2.50 △1.14 0.82

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 6.2 5.8 6.3

（注）１　当社は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　売上高には、消費税等は含んでおりません。

３　第35期第１四半期連結累計期間及び第36期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。第35期の潜在株式調整後１株当たり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１四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１四半期連結累計期間において、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１四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。

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（当社及び連結子会社、以下

同じ。）が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和などを背景に、企業業

績、雇用環境の改善や、個人消費、設備投資の増加の動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調が続いておりま

す。一方、中国をはじめとした新興国経済の減速等、依然として景気下振れリスクも存在しており、先行き不透明な

状況が続いております。

　介護業界の状況としては、65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており（国民の約４人に１人）、2042年の約

3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。このような状

況の中、団塊の世代（約800万人）が75歳以上となる2025年以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加するこ

とが見込まれています。このため、厚生労働省においては、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援

の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域

の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を目指した積極的な取り組みが進行しておりま

す。

　このような状況のもと当社グループにおきましては、収益面では、主に前事業年度、新規に開設した施設におい

て、新規利用者の獲得と充実したサービスの向上に努めました。また、有料老人ホーム１施設を新規開設しており、

積極的な施設展開を図ってまいりました。利益面では、景気の回復傾向に伴う求人費用及び人件費の上昇などによ

り、原価が大きく増加しました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,055,949千円（前年同四半期比8.4％増）となり、営業利益は

25,967千円（前年同四半期は営業損失9,935千円）、経常損失は42,553千円（前年同四半期は経常損失75,896千

円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は13,083千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失28,705

千円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①デイサービス事業

　当セグメントにおきましては、既存デイサービス施設のサービスの質の向上により施設稼働率の向上に努めてま

いりました。その結果、売上高は840,165千円（前年同四半期比2.2％増）、セグメント利益は96,900千円（同

44.1％増）となりました。

②施設サービス事業

　当セグメントにおきましては、新規及び既存の有料老人ホームの入居者獲得に注力し、入居率の向上に努めまし

た。また、当第１四半期連結累計期間におきまして、大阪府大阪市に「ラ・ナシカこのはな」を新規開設いたしま

した。その結果、売上高は2,003,123千円（同11.6％増）、セグメント利益は131,416千円（同31.2％増）となりま

した。

③在宅サービス事業

　当セグメントにおきましては、利益率の改善のため人員配置や業務手順の見直し等、効率的な運営に取り組むこ

とに注力してまいりましたが、売上高は204,476千円（同3.2％増）、セグメント損失は16,828千円（前年同四半期

はセグメント損失6,651千円）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。

(3）研究開発活動

　該当事項はありません。

(4）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に変更はありません。
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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 20,000,000

計 20,000,000

 

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28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８月12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 11,476,000 11,476,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 11,476,000 11,476,000 ─ ─

 

（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28年４月１

日～平成28年６月30

日

－ 11,476,000 － 432,280 － 308,030

 

（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28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28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 11,475,300 114,753 －

単元未満株式 普通株式       700 － －

発行済株式総数 11,476,000 － －

総株主の議決権 － 114,753 －

 

②【自己株式等】

平成28年６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(％)

－ － － － － －

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】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の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）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１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 758,108 1,293,531

売掛金 1,976,603 2,030,182

その他 172,654 359,871

貸倒引当金 △1,364 △1,673

流動資産合計 2,906,001 3,681,912

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,070,345 4,565,540

土地 2,016,212 2,016,212

リース資産（純額） 3,866,127 4,284,278

その他（純額） 803,863 157,507

有形固定資産合計 10,756,548 11,023,537

無形固定資産 94,126 86,678

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,091,942 2,126,808

その他 441,759 514,111

貸倒引当金 △5,364 △5,750

投資その他の資産合計 2,528,338 2,635,169

固定資産合計 13,379,012 13,745,386

資産合計 16,285,014 17,427,299
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 184,351 214,373

短期借入金 2,570,000 3,050,000

1年内返済予定の長期借入金 711,041 698,330

未払法人税等 51,650 45,700

賞与引当金 163,381 44,422

その他 744,734 1,123,889

流動負債合計 4,425,158 5,176,714

固定負債   

長期借入金 5,218,952 5,052,716

リース債務 4,497,604 5,028,335

退職給付に係る負債 301,404 312,250

その他 813,454 842,388

固定負債合計 10,831,415 11,235,690

負債合計 15,256,573 16,412,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 432,280 432,280

資本剰余金 308,030 308,030

利益剰余金 286,290 273,207

自己株式 △16 △16

株主資本合計 1,026,584 1,013,501

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 1,856 1,392

その他の包括利益累計額合計 1,856 1,392

純資産合計 1,028,440 1,014,893

負債純資産合計 16,285,014 17,427,299
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 2,819,362 3,055,949

売上原価 2,640,241 2,824,353

売上総利益 179,120 231,595

販売費及び一般管理費 189,056 205,628

営業利益又は営業損失（△） △9,935 25,967

営業外収益   

受取利息 3,243 3,023

受取賃貸料 1,695 3,215

助成金収入 1,237 273

その他 2,012 1,522

営業外収益合計 8,188 8,033

営業外費用   

支払利息 71,936 71,979

その他 2,212 4,575

営業外費用合計 74,149 76,555

経常損失（△） △75,896 △42,553

税金等調整前四半期純損失（△） △75,896 △42,553

法人税、住民税及び事業税 26,336 28,371

法人税等調整額 △73,527 △57,841

法人税等合計 △47,191 △29,470

四半期純損失（△） △28,705 △13,083

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △28,705 △13,083
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純損失（△） △28,705 △13,083

その他の包括利益   

退職給付に係る調整額 △261 △464

その他の包括利益合計 △261 △464

四半期包括利益 △28,966 △13,547

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △28,966 △13,547
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は2,402千円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

はそれぞれ2,402千円減少しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「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）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結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１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

減価償却費 124,865千円 139,545千円

のれんの償却額 4,676千円 4,676千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年６月30日）

配当金支払額

 

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日）

配当金支払額

 

　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】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 822,211 1,795,110 198,211 2,815,534 3,827 2,819,362

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 170 170

計 822,211 1,795,110 198,211 2,815,534 3,998 2,819,532

セグメント利益
又は損失（△）

67,260 100,136 △6,651 160,745 △2,588 158,156

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具事業であります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 160,745

「その他」の区分の利益 △2,588

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △168,092

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △9,935
 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 840,165 2,003,123 204,476 3,047,765 8,183 3,055,949

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 14,768 14,768

計 840,165 2,003,123 204,476 3,047,765 22,952 3,070,717

セグメント利益
又は損失（△）

96,900 131,416 △16,828 211,488 △1,783 209,705

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具事業であります。
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 211,488

「その他」の区分の利益 △1,783

セグメント間取引消去 △15

全社費用（注） △183,722

四半期連結損益計算書の営業利益 25,967
 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △2円50銭 △1円14銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する

四半期純損失金額（△）（千円）
△28,705 △13,083

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失金額（△）（千円）
△28,705 △13,083

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,475 11,475

 
（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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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。
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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  

 

平成28年８月10日

株式会社シダー

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 中野　宏治　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 室井　秀夫　　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シ

ダーの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成28年4月1日から平成28年

6月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平成28年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シダー及び連結子会社の平成28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1四半期連結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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