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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16期

第１四半期
連結累計期間

第17期
第１四半期
連結累計期間

第16期

会計期間
自平成28年１月１日
至平成28年３月31日

自平成29年１月１日
至平成29年３月31日

自平成28年１月１日
至平成28年12月31日

売上高 （千円） 623,998 706,246 2,571,272

経常利益 （千円） 114,540 110,732 358,296

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 73,799 69,285 215,537

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 67,173 76,956 223,533

純資産額 （千円） 1,910,338 2,035,096 2,045,964

総資産額 （千円） 5,326,957 5,445,683 5,060,371

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 26.67 24.45 77.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 24.81 23.03 72.21

自己資本比率 （％） 35.3 37.3 40.4

（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、消費税等は含まれておりません。
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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。
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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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府が推進する経済政策や日銀による金融緩和政策を維持

し、企業収益や雇用の改善などを背景に緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、海外経済の不確実性や金

融資本市場の変動の影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　そのような環境のもと、当社グループは「健康管理のインフラを目指す」を事業ビジョンとして、健康保険組

合、企業、個人を対象に、独自のシステムを用いた健康管理サービスを以下２つの事業セグメントにより展開して

おります。

 

バリューカフェテリア事業

　主に健康診断の予約や結果管理、結果に基づく保健指導の運営管理等の機能をもつバリューカフェテリア®シス

テムの提供を軸に健康診断や健康行動に関するデータ管理、並びに企業や健康保険組合の健康管理業務のアウト

ソーシングの受託を行っております。

 

ＨＲマネジメント事業

　主に健康保険組合の新規設立支援コンサルティング及び健康保険組合事務局の運営支援としての人材派遣等の業

務を行っております。

 

　当第１四半期連結累計期間におきましては、バリューカフェテリア®システムの新規導入団体の増加及び既存顧

客団体サービス利用が伸び、関連収入が増加しました。

　企業や健康保険組合向けの健康診断の実施に係る代行業務では、取扱業務の増加により健康診断データの管理収

入をはじめとする事務代行料等の売上が増加しました。また、健康保険組合運営支援関連では、新たに設立された

健康保険組合事務局への人材の派遣による派遣収入の増加や健康保険組合の設立支援コンサルティングの新規受注

などにより、売上高は堅調に推移しました。一方で営業利益、経常利益並びに親会社株主に帰属する四半期純利益

の減少に関しては、主にＨＲマネジメント事業において新規設立の健康保険組合運営支援の増加に伴う増員及びオ

フィス増床による費用の増加のほか、営業活動に係る販売費の増加等によるものです。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は706,246千円（前年同四半期比13.2％増）、営業利益は

119,262千円（同2.2％減）、経常利益は110,732千円（同3.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は69,285

千円（同6.1％減）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。

バリューカフェテリア事業

　当第１四半期連結累計期間は、既存顧客のカフェテリアサービスの利用が堅調に推移しました。また、契約団体

への健康診断の実施に係る代行業務では、健康診断データの管理収入をはじめとする事務代行料等の収入が増加し

ました。これにより、売上高は541,425千円（前年同四半期比17.7％増）、営業利益は203,305千円（同20.2％増）

となりました。

 

ＨＲマネジメント事業

　当第１四半期連結累計期間は、主に前連結会計年度に開設された健康保険組合事務局への人材派遣が増加しまし

た。また、新規設立の健康保険組合運営支援の増加に伴う増員及びオフィス増床により費用が増加しております。

これにより、売上高は164,820千円（前年同四半期比0.6％増）、営業利益は40,931千円（同27.2％減）となりまし

た。
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(2）財政状態の分析

（資　産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は2,406,941千円（前連結会計年度末は2,061,221千円）となり、

345,720千円増加しました。これは、現金及び預金が82,828千円減少しましたが、第１四半期連結累計期間はカ

フェテリアサービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動資産に含まれる未収入金が383,046千円増

加したこと等が主な要因です。固定資産は3,038,742千円（前連結会計年度末2,999,149千円）となり39,592千円増

加しました。これは、投資有価証券が24,283千円増加したこと、有形固定資産及び、無形固定資産が11,730千円増

加したことが主な要因です。これらの結果、総資産は5,445,683千円（前連結会計年度末は5,060,371千円）とな

り、385,312千円増加しました。

（負　債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は2,348,081千円（前連結会計年度末は1,893,958千円）となり、

454,122千円増加しました。これは、預り金132,324千円の増加、並びに第１四半期連結累計期間はカフェテリア

サービス利用のピーク時期にあたることから、その他の流動負債に含まれる未払金188,339千円が増加したこと及

び営業預り金131,062千円が増加したこと等が主な要因です。固定負債は1,062,505千円(前連結会計年度末は

1,120,447千円)となり、57,941千円減少しました。これは、主に長期借入金58,512千円の返済によるものです。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は2,035,096千円（前連結会計年度末は2,045,964千円）とな

り、10,868千円減少しました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益69,285千円、その他有価証券評価

差額金7,671千円の増加及び、配当金65,195千円の支払、自己株式24,965千円の取得によるものです。

 

(3）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。

 

(4）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 8,344,000

計 8,344,000

 

 

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29年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年５月15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 2,836,200 2,836,200
東京証券取引所

市場第一部

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない、当社に

おける標準となる株

式であります。単元

株式数は100株であ

ります。

計 2,836,200 2,836,200 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成29年５月１日からこの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】

　　　　　当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年２月14日

新株予約権の数（個） 350

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 35,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,526

新株予約権の行使期間
自　平成30年４月１日

至　平成35年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　2,585

資本組入額　（注）２

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとしま

す。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的とな

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるもの

とします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．（イ）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とします。計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

（ロ）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記（イ）に記

載の資本金等増加限度額から、上記（イ）に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

３．新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

EDINET提出書類

株式会社バリューＨＲ(E22470)

四半期報告書

 7/20



（イ）新株予約権者は、平成29年12月期に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当

社連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、売上高が2,858百

万円以上、かつ、営業利益が415.1百万円以上の場合、当該有価証券報告書の提出日の翌月１日から

行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な

変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定め

るものとする。

（ロ）新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社（財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締役、監査役又は

使用人であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではな

い。

（ハ）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（ニ）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超

過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（ホ）各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなります。この場合に

おいては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

（イ）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

（ロ）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

再編対象会社の普通株式とする。

（ハ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、

別途定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、別途決定される当該新株予約権の目

的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（ニ）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれも遅い日から別途定

める本新株予約権の行使期間の末日までとする。

 

（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29年１月１日～

平成29年３月31日

（注）

1,600 2,836,200 301 472,035 301 453,966

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

（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12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29年３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　　2,833,000 28,330 －

単元未満株式 普通株式　　　　1,600 － －

発行済株式総数 2,834,600 － －

総株主の議決権 － 28,330 －

 

②【自己株式等】

　　　　　該当事項はありません。

　　　　　なお、平成29年２月１日開催の臨時取締役会決議に基づき自己株式を取得したことにより、当第１四半期会計

期間末日現在の当社保有自己株式数（すべて自己名義保有）は9,400株となっております。

 

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29年１月１日から平

成29年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31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12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,607,058 1,524,229

売掛金 234,717 254,396

商品 103 3,251

仕掛品 4,562 8,452

貯蔵品 4,299 13,195

その他 210,478 603,415

流動資産合計 2,061,221 2,406,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 734,174 734,278

土地 1,383,681 1,383,681

その他（純額） 63,854 72,724

有形固定資産合計 2,181,710 2,190,684

無形固定資産 147,431 150,188

投資その他の資産   

投資有価証券 513,298 537,581

その他 156,709 160,287

投資その他の資産合計 670,008 697,869

固定資産合計 2,999,149 3,038,742

資産合計 5,060,371 5,445,683

負債の部   

流動負債   

買掛金 88,218 143,427

短期借入金 245,152 244,048

未払法人税等 87,924 46,464

預り金 694,901 827,225

その他 777,762 1,086,916

流動負債合計 1,893,958 2,348,081

固定負債   

長期借入金 1,005,704 947,192

その他 114,743 115,313

固定負債合計 1,120,447 1,062,505

負債合計 3,014,406 3,410,587

純資産の部   

株主資本   

資本金 471,733 472,035

資本剰余金 515,645 515,946

利益剰余金 1,043,677 1,047,768

自己株式 △58 △25,023

株主資本合計 2,030,998 2,010,726

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,051 21,723

その他の包括利益累計額合計 14,051 21,723

新株予約権 914 2,646

純資産合計 2,045,964 2,035,096

負債純資産合計 5,060,371 5,445,683

 

EDINET提出書類

株式会社バリューＨＲ(E22470)

四半期報告書

11/20



（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28年１月１日
　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

売上高 623,998 706,246

売上原価 345,260 398,299

売上総利益 278,737 307,946

販売費及び一般管理費 156,794 188,684

営業利益 121,943 119,262

営業外収益   

受取利息 98 11

受取配当金 308 420

未払配当金除斥益 － 426

その他 820 1,134

営業外収益合計 1,228 1,992

営業外費用   

支払利息 7,633 5,962

事務所移転費用 - 2,942

その他 997 1,617

営業外費用合計 8,631 10,522

経常利益 114,540 110,732

特別利益   

新株予約権戻入益 290 305

特別利益合計 290 305

税金等調整前四半期純利益 114,831 111,037

法人税等 41,031 41,752

四半期純利益 73,799 69,285

親会社株主に帰属する四半期純利益 73,799 69,285
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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28年１月１日
　至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

四半期純利益 73,799 69,285

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,626 7,671

その他の包括利益合計 △6,626 7,671

四半期包括利益 67,173 76,956

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 67,173 76,956

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（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）

税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（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（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１四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日）

減価償却費 23,419千円 26,332千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年３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

平成28年２月12日

取　締　役　会
普通株式 55,323 20  平成27年12月31日  平成28年３月15日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年３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

平成29年２月14日

取　締　役　会
普通株式 65,195 23  平成28年12月31日  平成29年３月15日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額の23円には、東京証券取引所市場第一部指定の記念配当３円を含んでおります。
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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28年１月１日　至　平成28年３月31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
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
バリューカフェ
テリア事業

ＨＲマネジメ
ント事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 460,118 163,879 623,998 － 623,998

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 460,118 163,879 623,998 － 623,998

セグメント利益 169,134 56,249 225,384 △103,440 121,943

（注）　１．セグメント利益の調整額△103,440千円は、各報告セグメントに配賦不能な全社費用であり、当社の管理

部門にかかる費用であります。

　　　　　２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31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
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
バリューカフェ
テリア事業

ＨＲマネジメ
ント事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 541,425 164,820 706,246 － 706,246

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 541,425 164,820 706,246 － 706,246

セグメント利益 203,305 40,931 244,237 △124,975 119,262

（注）　１．セグメント利益の調整額△124,975千円は、各報告セグメントに配賦不能な全社費用であり、当社の管理

部門にかかる費用であります。

　　　　　２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（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、潜在株式調整後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１四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日）

(1)１株当たり四半期純利益金額 26円67銭 24円45銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
73,799 69,285

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

利益金額（千円）
73,799 69,285

普通株式の期中平均株式数（株） 2,766,979 2,833,645

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 24円81銭 23円03銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 207,158 173,650

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

第15回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数

27,300株）については、当第

１四半期連結累計期間におい

ては希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額の算定に

含めておりません。

―

 

 

（重要な後発事象）

　当社は、平成29年４月14日開催の取締役会において、以下のとおり子会社を設立することを決議いたしました。

（１）設立の目的

　当社は「健康管理のインフラを目指す」をビジョンとして、データに基づく各種健康管理サービスを企

業、健康保険組合、個人等に提供し、一人ひとりの健康行動を支援するヘルスケアサポート事業を行って

おります。

　この度、当社は、長年にわたる健診機関との取引実績を背景に、健診機関向けに特化し、主にインター

ネット、モバイル、電話等を介して、健康診断受診者の集客支援サービス並びに予約代行サービスを行う

会社を設立することといたしました。

 

（２）設立する子会社の概要

（1） 名 称 株式会社健診予約.com

（2） 所 在 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番14号

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役　藤田　美智雄（当社代表取締役）

（4） 事 業 内 容 健康診断予約サービスの提供

（5） 資 本 金 10,000,000円

（6） 設 立 年 月 日 平成29年５月１日

（7） 取得する株式の数 1,000株

（8） 取 得 価 格 10,000,000円

（9） 大株主及び持株比率 株式会社バリューＨＲ（100％）
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２【その他】

　平成29年２月14日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………65,195千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………23円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年３月15日

　（注）　平成28年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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５月12日

株式会社バリューＨＲ

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 　加藤　克彦　　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 　小堀　一英　　　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バ

リューＨＲの平成２９年１月１日から平成２９年１２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２９

年１月１日から平成２９年３月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２９年１月１日から平成２９年３月３１

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、株式会社バリューＨＲ及び連結子会社の平成２９年３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おりません。
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