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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36期

第１四半期
連結累計期間

第37期
第１四半期
連結累計期間

第36期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （千円） 3,055,949 3,449,676 12,733,681

経常利益又は経常損失（△） （千円） △42,553 84,756 △136,726

親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半

期（当期）純損失（△）

（千円） △13,083 91,781 △137,988

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △13,547 89,855 △139,945

純資産額 （千円） 1,014,893 981,350 888,495

総資産額 （千円） 17,427,299 18,447,472 18,043,252

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期（当期）純

損失金額（△）

（円） △1.14 8.00 △12.02

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 （％） 5.8 5.3 4.9

（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37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、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。第36期第１四半期連結累計期間及び第36期の潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）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。

 

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。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社は、給食事業を営む味屋フーズ株式会社を設立し、同社を連結子

会社といたしました。この結果、当社グループは、当社及び子会社２社により構成されることとなりました。

EDINET提出書類

株式会社シダー(E05478)

四半期報告書

 2/16



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、政府の経済政策を背景に、企業収益や雇用環境の改善傾向が続

くなかで、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、海外においては、新興国経済の下振れによる懸念や

英国のＥＵ離脱問題、米国の新政権の政策等の影響による海外経済の不確実性の高まりにより、景気の先行きについ

ては不透明な状況が続いております。

　介護サービス業界においては、高齢社会の進行に伴い、介護サービスの需要は一層拡大することが予想されます。

一方、平成27年度介護保険法が改正され、介護報酬の引き下げにより、サービスの質の向上及び人財の確保が経営上

の最重要課題となっております。また、平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の処遇改善について、職場定着の

推進、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者によるキャリ

アアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充が行われております。

　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を提供すること等、施設稼働率の向上に努めました。利益面では、労務費を中心と

したコスト管理を徹底してまいりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,449,676千円（前年同四半期比12.9％増）となり、営業利益は

154,947千円（前年同四半期比496.7％増）、経常利益は84,756千円（前年同四半期は経常損失42,553千円）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は91,781千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失13,083千円）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885,096千円（前年同四半期比5.3％増）、セグメント利益は128,167千円（同

32.3％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、既存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。その結

果、売上高は2,332,052千円（同16.4％増）、セグメント利益は243,233千円（同85.1％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218,736千円（同7.0％増）、セグメント損失は15,312千円（前年同四半期

はセグメント損失16,828千円）となりました。

(2）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

(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。

(5）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29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８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 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29年４月１

日～平成29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29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29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 11,475,400 114,754 －

単元未満株式 普通株式       600 － －

発行済株式総数 11,476,000 － －

総株主の議決権 － 114,754 －

（注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29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29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 680,814 797,435

売掛金 2,159,170 2,306,729

その他 297,982 346,135

貸倒引当金 △2,115 △1,899

流動資産合計 3,135,851 3,448,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,677,481 5,341,529

土地 2,193,676 2,201,083

リース資産（純額） 4,520,003 4,509,166

その他（純額） 699,430 146,057

有形固定資産合計 12,090,592 12,197,837

無形固定資産 71,571 67,453

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,196,762 2,164,590

その他 551,106 572,222

貸倒引当金 △2,632 △3,031

投資その他の資産合計 2,745,236 2,733,781

固定資産合計 14,907,401 14,999,072

資産合計 18,043,252 18,447,472
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 241,697 249,924

短期借入金 3,320,000 2,750,000

1年内返済予定の長期借入金 652,048 691,786

未払法人税等 56,850 62,630

賞与引当金 182,521 49,505

その他 878,412 1,224,959

流動負債合計 5,331,529 5,028,805

固定負債   

長期借入金 5,112,003 5,729,645

リース債務 5,417,856 5,418,350

退職給付に係る負債 333,360 345,786

その他 960,008 943,534

固定負債合計 11,823,227 12,437,316

負債合計 17,154,757 17,466,122

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 148,302 240,083

自己株式 △16 △16

株主資本合計 888,596 980,377

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 △100 △75

その他の包括利益累計額合計 △100 △75

非支配株主持分 － 1,048

純資産合計 888,495 981,350

負債純資産合計 18,043,252 18,447,472
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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28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 3,055,949 3,449,676

売上原価 2,824,353 3,066,053

売上総利益 231,595 383,623

販売費及び一般管理費 205,628 228,675

営業利益 25,967 154,947

営業外収益   

受取利息 3,023 2,887

受取賃貸料 3,215 3,247

その他 1,795 4,461

営業外収益合計 8,033 10,596

営業外費用   

支払利息 71,979 80,598

その他 4,575 188

営業外費用合計 76,555 80,787

経常利益又は経常損失（△） △42,553 84,756

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△42,553 84,756

法人税、住民税及び事業税 28,371 48,238

法人税等調整額 △57,841 △53,311

法人税等合計 △29,470 △5,073

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,083 89,829

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △1,951

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△13,083 91,781
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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４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,083 89,829

その他の包括利益   

退職給付に係る調整額 △464 25

その他の包括利益合計 △464 25

四半期包括利益 △13,547 89,855

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,547 91,806

非支配株主に係る四半期包括利益 － △1,951
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、味屋フーズ株式会社を設立したことに伴い、新たに連結の範囲に含めており

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。

 

（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28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 139,545千円 146,243千円

のれんの償却額 4,676千円 －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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29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。

 

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」の区分の損失 △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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29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 885,096 2,332,052 218,736 3,435,885 13,791 3,449,676

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 36,630 36,630

計 885,096 2,332,052 218,736 3,435,885 50,421 3,486,307

セグメント利益
又は損失（△）

128,167 243,233 △15,312 356,088 3,428 359,516

（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、福祉用具事業等であります。
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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 356,088

「その他」の区分の利益 3,428

セグメント間取引消去 △205

全社費用（注） △204,363

四半期連結損益計算書の営業利益 154,947
 
（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株当たり四半期純利益金額又は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28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
△1円14銭 8円00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又は

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△13,083 91,781

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

益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円）

△13,083 91,781

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,475 11,475

 
（注）当第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、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。なお、前第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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社シダー(E05478)

四半期報告書

13/16



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29年４月１日から平成30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29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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29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。
  

EDINET提出書類

株式会社シダー(E05478)

四半期報告書

16/16


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

