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平成 １８ 年 ３ 月期   決算短信（連結） 平成１８年５月１０日 
会 社 名 平安レイサービス株式会社           上場取引所：ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ２３４４                   本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.heian-group.co.jp/） 
代  表  者   役  職  名  代表取締役社長 
          氏    名  山田 雅孝 
問い合わせ先   責任者役職名  専務取締役管理本部長 
          氏    名  相馬 秀行         ＴＥＬ（０４６３）３４－２７７１ 
決算取締役会開催日  平成１８年５月１０日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１．１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 
(1) 連結経営成績                      （注）金額は百万円未満を切り捨て 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18年3月期 9,018 ( 2.6) 1,305 ( 17.1) 1,463 ( 13.8) 
17年3月期 8,794 ( 0.5) 1,115 (△10.5) 1,286 (△8.6) 
 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 百万円   ％  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
18年3月期 618 (△7.2) 41 51 41 41 6.8 5.6  16.2
17年3月期 666 (△3.6) 44 79 44 59 7.8 5.0  14.6
(注)①持分法投資損益     平成18年3月期     －百万円  平成17年3月期     －百万円 

②期中平均株式数（連結） 平成18年3月期   14,632,640株 平成17年3月期   14,634,836株 
③会計処理の方法の変更  有 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 
(2) 連結財政状態                      （注）金額は百万円未満を切り捨て 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年3月期 26,235  9,263 35.3  632 38
17年3月期 26,039  8,835 33.9  603 30

(注) ①期末発行済株式数（連結） 平成18年3月期 14,631,220株株 平成17年3月期  14,628,400株 
 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況               （注）金額は百万円未満を切り捨て 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18年3月期 1,270  △819 △192 4,657 
17年3月期 1,343  △1,378 △171 4,398 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ２社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  －社  (除外)  －社     持分法 (新規)  －社  (除外)   －社 
 
２．1９年３月期の連結業績予想（平成１８年 ４月 １日～平成１９年 ３月 ３１日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

中間期 4,161 370 196 
通  期 9,364 1,416 749 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  51円24銭 
 

※ 上記予想は本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれ
ております。 
 実際の業績は、様々な不確定要因により記載の予測数値と異なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（平安レイサービス株式会社）、連結子会社２

社（株式会社へいあん、山大商事株式会社）及び非連結子会社（株式会社はないちりん）により構成

されており、神奈川県に２拠点の結婚式場、神奈川県及び東京都に12拠点の葬祭ホールを有し、一般

個人、互助会加入者個人及び法人向けに冠婚、葬祭にかかる施行サービス並びに付帯サービスを主た

る業務としております。 

 なお、次の４部門は「４．連結財務諸表等（セグメント情報）」に掲げる事業の種類別セグメント

情報の区分と同一であります。 

 

冠婚事業 

 当社は、「コルティーレ茅ヶ崎」（神奈川県茅ヶ崎市）、「ロイヤルマナーフォートベルジュール」

（神奈川県小田原市）の２拠点の婚礼施設を有し、一般個人、互助会加入者に結婚式を施行しており

ます。また、「サロンドプリエ」（神奈川県平塚市）では、結婚式、成人式、七・五・三等の慶事用

貸衣裳、写真撮影、着付け等のサービスを提供しております。 

 また、料理は、連結子会社山大商事株式会社を通じて、仕入れを行っております。 

 

葬祭事業 

 当社は、神奈川県及び東京都に「湘和会堂」８拠点、神奈川県に「カルチャーＢＯＮＤＳ」３拠点、

「湘和礼殯館」１拠点の葬祭ホールを有し、一般個人、互助会加入者、法人向けに葬祭にかかる各種

サービス（個人葬、社葬等）を施行している他、自宅や寺院、集会所で葬儀施行サービス並びに仏壇

仏具販売等の付帯サービスを行っております。 

 また、県内及び近隣県の葬祭事業者とフランチャイズ契約（統一ロゴや看板等の商標の貸与を伴わ

ず、サービス品質向上の為の教育システムや経営指導を中心としたフランチャイズパッケージの提供）

や提携店契約（サービス品質向上の為の教育システムの提供と指導）を締結しております。 

 また、通夜・忌中料理や返礼品（会葬者の香典に対するお返し品）は、連結子会社山大商事株式会

社を通じて、仕入れを行っております。 

 非連結子会社である株式会社はないちりんは、当社の対象顧客以外に対する葬祭事業の営業活動を

しております。 

 

互助会事業 

 子会社である株式会社へいあんは、神奈川県湘南エリアを地盤とする冠婚葬祭互助会を主たる事業

としており、互助会加入者の募集営業並びに互助会加入者の情報管理業務を行っております。 

そして、同社と当社は施行斡旋保証契約に基づき、同社は当社を中心として、互助会加入者の結婚

式、葬儀式の施行斡旋を行い、当社が施行役務サービスを請負っております。 

 

その他の事業 

 子会社である株式会社へいあんは、平成10年６月にセントケア株式会社をフランチャイザーとする

フランチャイズシステム契約を締結し、同社のフランチャイジーとして神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、

平塚市、小田原市において在宅介護サービスの訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護サービス、居宅介

護支援、介護用品の販売及びレンタル、住宅改造を主業務とした介護事業を行っております。 

 なお、平成12年４月の公的介護保険制度発足時は株式会社へいあんが介護保険法（平成９年法律第

123号）の規定に基づく「居宅介護サービス提供事業」として神奈川県知事の居宅介護サービス事業者

の指定を受けておりましたが、当該フランチャイズシステム契約に基づき、平成13年３月をもって当

該指定を返上し、セントケア株式会社が神奈川県知事から指定を受けた事業所にて事業を運営してお

ります。 

また、株式会社へいあんが、直接神奈川県知事より指定を受けて、デイサービスと支援ハウス（高

齢者専用賃貸マンション）を併設したウイズリビング「へいあん やはぎ」とグループホーム２拠点を

運営しております。 

 上記の他に子会社山大商事株式会社が給食事業（諸施設への給食受託サービスの提供）を行ってお

ります。 
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［事業系統図］ 

 以上の事項を事業系統図により示すと、次の通りであります。 

 

顧                       客    （一般個人・互助会加入者・法人・団体）

葬祭事業者
（フランチャイズ加盟店

及び提携店）

当社    平安レイサービス株式会社

《冠  婚  事  業》 《葬  祭  事  業》

株式会社へいあん

《その他の事業》
（介護事業）

株式会社はないちりん

（葬祭事業）

《互助会事業》

山大商事株式会社

《その他の事業》
（給食事業他）

結婚式 施行請負

料理

経営指導 施行指導

冠婚・葬祭 施行の斡旋

葬祭 施行請負

料理 返礼品

互
助
会
加
入
者
募
集

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

小
規
模
葬
祭
施
行
請
負

介
護
福
祉
施
設
へ
の
食
事
サ
ー
ビ
ス

 

 

（参考）事業に係る法律関連事項として 

 

（ａ）割賦販売法等による規制について 

 当社の連結子会社である株式会社へいあんは、冠婚葬祭互助会事業を主たる業務としておりま

す。冠婚葬祭互助会による互助会加入者への役務提供は、割賦販売法に定められた前払式特定取

引にあたります。 

 同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の

定めにより営業保証金の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書

の提出、契約約款を変更した場合の届出等をしなければなりません。 

 

（ｂ）霊柩運送に関する規制について 

 当社の葬祭事業の一部である霊柩運送に関しては、「一般貨物自動車運送事業（霊柩）」とし

て、貨物自動車運送事業法の規制を受けております。霊柩運送事業に関する規制の内容は、運送

の客体、その方法等が他の貨物運送と異なるため、営業区域、霊柩車の保有台数等に制約があり

ます。このため当社の霊柩運送の営業区域は、東京都及び神奈川県となっております。 
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[関係会社の状況] 

名称 住所 
資本金 
（千円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

（連結子会社）     

株式会社へいあん 
 

神奈川県平塚市 80,000
互助会の運営 
介護事業 

100 

当社と「施行保証並びに施行
斡旋契約」を締結し互助会加
入者の冠婚葬祭施行を当社へ
斡旋している。 
役員の兼務；５名。 
設備の賃貸借を行なってい
る。 
同社の業務全般にわたる経営
指導を当社が行っている。 
同社の人事管理業務等の一部
を当社が受託している。 
当社は同社から施行保証金を
受け入れている。 
当社は同社保証債務の連帯保
証を行っている。 

山大商事株式会社 
 

神奈川県平塚市 100,000
仕出し料理製造 
販売・食材加工 
葬祭用返戻品販売

100 
［40］ 

当社の冠婚葬祭用料理の 
調理及び仕出し並びに 
返礼品の当社への販売を 
行なっている。 
役員の兼務；５名。 
設備の賃貸借を行なってい
る。 
同社の人事管理業務等の一部
を当社が受託している。 

 

（注）議決権の所有割合の[ ]内は、間接所有割合で内数であります。 
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２．経営方針 

 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「真心込めた行動でお客様のお役に立つ」という、経営方針に沿って事業展開

をし、結婚式・葬儀式・ヘルスケアを通じて顧客の満足を実現し、地域社会に貢献することを経営

の理念としております。 

冠婚の施行を目的に創業した当社は、人口動態の変化並びに顧客ニーズの変化と共に葬祭の施行

分野を拡大してきました。更に社会情勢の変化を先取りして葬祭事業のフランチャイズ展開を開始

しました。当社が葬祭事業において提唱するビジネスモデル「ユニット経営」は、エリアマーケッ

ト内で、提携店と人・物・施設等の経営資源を共有化し、「共生」することによって、経営効率を

高め収益率を向上させると共に、サービスの品質を高めることを目的としております。 

今後の成長性の基盤は、フランチャイズ展開の軸となる店舗の出店とユニット展開をセットにし

た首都圏への営業地域拡大であります。各ユニットに対する物流拠点の新設と物流システムの拡充

が、設備投資の重点課題であります。 

また、顧客セグメントを明確にする為に、格式を重んじたフォーマルタイプの「カルチャーＢＯ

ＮＤＳ」と、アットホームタイプの「湘和会堂」ブランド及びサブブランドである邸宅型貸切の 

「湘和礼殯館」、それぞれの顧客ニーズに合わせた「役務サービス」を提供してまいります。今後

も時流に対応し顧客の声を活かし、支持されるグッドカンパニーを目指すことを「当社の基本方針」

としております。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループの利益配分の基本方針は、株主を重視した経営を実現するため、株主に対する利益

還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。 

株主の皆様への利益還元は、業績に応じた安定的な配当を維持することを最優先として、その上

で、企業体質の強化と株主資本利益率の向上に努めることを目指しております。 

内部留保につきましては、長期的展望に立った経営の効率化、競争激化に対応するため経営基盤

の強化、積極的な事業展開、企業価値向上のために有効に投資していくことを基本方針としており

ます。 

以上の基本方針に基づき、平成18年３月期は１株当たり年間配当金を13円00銭（配当性向目標25％

以上）とする予定であります。 

 

（3）投資単位の引下げに対する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数の増加を重点課題として認識しており、平成17年３

月７日開催の取締役会において決議し、平成17年５月２日より１単元の株式の数を1,000株から100

株に変更しております。 

 

（4）目標とする経営指標 

目標とする経営指標は、連結経常利益の年率２桁成長であり、平成2１年３月期の連結経常利益

目標は1,732百万円であります。 

そのために、中核である葬祭事業では、当期と同様、投資効率の高い葬祭ホール出店計画を推進

し、ローコストを前提とした店舗運営を行い、収益向上に務めてまいります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

収益拡大戦略 

葬祭事業営業エリアの拡大 

① 前期と同様、首都圏展開として地域ドミナントスタイルを前提とした出店を図ってまいりま

す。併せて直営出店方式だけに依存せず、周辺同業他社及び異業種とのフランチャイズ方式・

業務提携やパートナーシップ(周辺同業他社への施設貸し契約)方式も視野に入れて営業エリア

を拡大してまいります。 

 

② 葬祭ブランドの育成 

今後の会葬者数減少傾向や顧客のニーズに対応した邸宅型貸切葬祭ホール「湘和礼殯館」を

将来の中核ブランドとして育成してまいります。 

 

③ 介護事業の促進 

④ 訪問看護分野から、介護施設分野へ機軸をシフトし、ドミナントエリアを前提とした介護度

別施設の展開をしてまいります。
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生産性向上戦略 

① 効率的な設備投資 

投資バランスを大型葬祭ホール規模から小型規模タイプにシフトし、建築コスト減だけでは

なく、ローコスト運営をシステム化し、収益性や投資回収効率をより重視した設備投資計画を

推進してまいります。 

 

② グループ単位の見直し 

店舗出店拡大に伴い、営業所別の各グループの効率的運営を図るため、業務特性を踏まえて

各工程を再構築し、集約・一元化を行ってまいります。今期は、生花製造グループの集約・一

元化による業務効率の更なる改善を図ってまいります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

当社が対処すべき課題としては、（１）葬祭事業の首都圏への足固め、（２）冠婚事業と葬祭事

業のシナジー、（３）サービス品質の向上であります。 

 

① 葬祭事業の首都圏への足固め 

前期と同様、首都圏への営業基盤拡充を図るべく、足元においては「湘和会堂町田」では積

極的な広告宣伝活動や集客イベントを行うと共に個人、団体への訪問営業活動を更に強化し、

旗艦店舗として東京都町田市エリアでの施行件数の増大を目指してまいります。 

 

② 冠婚事業と葬祭事業のシナジー効果 

冠婚事業の邸宅型バンケットホールのコンセプトや運営システムを更に磨き上げると共にそ

のハード・ソフトのノウハウの一部を葬祭事業の「湘和礼殯館 」へ移入してまいりました。 

その中で当社は、より競争の激化した市場の冠婚事業ではサービススタイルを進化させ続け、

一方で葬祭事業では、先行した葬祭施行サービスを築くため、冠婚事業で培われたサービスス

タイルを享受し、シナジー効果を高めてまいります。 

 

③ サービス品質の向上 

前期に掲げました「専門職資格制度（係別に業務内容の難易度を中心にランク分けし、到達

基準を定めた社内審査認定システム）」の有効性を更に向上させてまいります。 

また施行時のサービスだけを主眼とせず、特に葬祭事業では施行ビフォアー・アフターサー

ビスにも注視し、ビフォアーでは生前相談のきめ細やかな接遇強化、アフターでは葬儀後の大

事な身内が亡くなった喪家の悲しみの心に対するメンタルヘルスサービスを推進してまいりま

す。今後、トータルサービスに努めていくことにより、すべてのお客様に感動を与えるサービ

スの提供を推進してまいります。 
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(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

ａ．内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理

体制の整備状況 

当社の内部管理体制は、管理部門を管理本部、現業部門を事業本部とし明確に区分することで、

相互牽制作用を有効に機能させております。更に、管理本部長と事業本部長の担当業務は完全に

分離されており兼務しておりません。管理部門は、経営推進室、財務部、総務部、事業管理部で

構成され、予算統制、事務統制等を行っております。また、商品仕入れを担当する購買部は商品

本部として独立させております。 

これとは別に、社長直轄の組織として適時開示を担当する社長室とリスク管理を担当する内部

監査室を配置しております。また、内部統制システム及びコンプライアンス推進を目的として、

代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を設置しました。 

内部監査室による監査結果は社長並びに監査役に直接報告され、指摘事項については改善結果

についても報告されております。 

連結子会社に対する内部管理体制は、当社経営推進室長が牽制機能を持ちつつ、当社内部監査

室と連携しリスク情報の有無を監査しております。また、連結子会社に損失の危険が発生し、当

社経営推進室長がこれを把握した場合には、当社取締役会へ報告する体制となっております。 

これら各部署の配置状況及び牽制機能は以下のとおりです。 

 

管理本部長
(情報開示担当役員）

社    長

事業本部長
（業務統括）

内部監査室
（リスク管理）

商品本部
購買部

 
 
 
 
 
 

西
東
京
事
業
部

 
 
 
 
 
 

東
事
業
部

 
 
 
 
 
 

湘
南
事
業
部

 
 
 
 
 
 

中
央
事
業
部

 
 
 
 
 
 

西
事
業
部

事
業
管
理
部
（
業
務
統
制
）

総 

務 

部 
 
 
 
 

（
法
務
統
制
）

財 

務 

部 
 
 
 
 

（
予
算
統
制
）

経
営
推
進
室
（
経
営
計
画
統
制
）

 

経
営
推
進
室
長

社長室
（適時開示）

内部牽制

改善指示

監
査
報
告

改善指示

改
善
指
示

内部牽制

内部牽制

内部牽制

会計監査人
（会計監査）

取締役会 監査役会

監査

（管理部門） （事業部門）

監督

改善報告

監査

監
査
指
示

監
査

改
善
報
告

報告

報
告
・
審
議

監
視
・
承
認

業
務
監
査

改善指示

経営会議

監査報告コンプライアンス推進委員会
（内部統制監視）

報告・提言

指示

指示

（冠婚・葬祭） 株
式
会
社
へ
い
あ
ん

山
大
商
事
株
式
会
社

（連結子会社）改善報告

監査
改善報告

監査報告

監査指示

改
善
指
示

報
告

当社

連結子会社

牽制
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ｂ．内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年における実施状況 

① 平成18年３月に内部統制及びコンプライアンス体制の推進を図るため、代表取締役社長を委

員長とする「コンプライアンス推進委員会」を発足し、今後、毎月定例的に開催していくこと

になりました。 

② この１年間の内部監査実績としては、当社事業本部の４事業部32部署、管理本部９部署並び

に連結子会社２社20部署の各部署に対して各２回以上監査を実施し、191件の改善指示を行いま

した。 

③ その他実績としては、「コ－ポレント・ガバナンスの充実に向けての有価証券上場規程等の

一部改正について」に伴いジャスダック証券取引所に提出する「コ－ポレント・ガバナンスに

関する報告書」に記載のとおりであります。 

 

（8）関連当事者（親会社等）との関係に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（9）その他､会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（1）経営成績 

 

（ａ）当期の概況 

当連結会計年度に於ける日本経済は、一部に弱い動きが続いておりますが、企業部門と家計部門

がともに改善し、緩やかではありますが景気は回復しております。 

また内閣府の３月月例経済報告によりますと、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国

内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれます。一方で、原油価格の動向が内外経済に与

える影響等には留意する必要があります。 

その中で業界の主な動向は、経済産業省「特定サービス産業動態統計速報」（サンプル調査）に

よりますと、冠婚業の平成17年売上高は、185,953百万円（前年比2.6％減）、組数は70,341組（前

年比4.3％減）であります。葬祭業の平成17年売上高は、444,485百万円（前年比4.8％増）、件数

は295,127件（前年比4.1％増）であります。冠婚業界では、婚礼スタイルの多様化により、顧客分

散化が進むなど、厳しい状況が続いております。葬祭業界では、会葬者が減少し、小規模化が進ん

でいく傾向がありますが、人口動態の推移から、需要自体は増加傾向であります。 

このような経済状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）では、収益拡大と

生産性の向上に取り組んでまいりました。 

当連結会計年度の業績は、売上高については、前連結会計年度比2.6％増の9,018,815千円、経常

利益は、前連結会計年度比13.8％増加し、1,463,459千円となり、経常利益段階では増収増益となり

ました。 

また、ベルジュール小田原の減損処理に伴い、特別損失452,012千円を計上し、税金等調整前当期

純利益は、前連結会計年度比5.3％減少し、1,134,687千円、当期純利益は、前連結会計年度比7.2％

減少し、618,068千円となりました。 

事業別の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

 

① 冠婚事業 

当事業では、コルティーレ茅ヶ崎の施行組数の減により売上高は、前連結会計年度比16.1％減の

1,154,149千円となり、営業費用については前連結会計年度比13.4％減の1,020,425千円となり、営

業利益は、前連結会計年度比32.4％減の133,724千円となりました。 

 

② 葬祭事業 

当事業では、湘南エリア既存店の施行件数増に加え、湘和会堂町田の施行件数の伸長により、全

体の施行件数は、前連結会計年度に比べ増加いたしました。なお、１件当りの単価は、会葬者数の

減少に伴い、前連結会計年度に比べ減少しております。 

また、邸宅型葬祭ホールとして、平成17年10月に「湘和礼殯館西久保」がオープンいたしました。

新ブランド構築の為、広告宣伝の他、エンドユーザーに向けての営業活動を継続し、店舗の認知浸

透を強化してまいります。 

以上により、売上高は前連結会計年度比5.9％増の7,067,584千円、営業費用は主に件数増による

業務委託費の増大等により、前連結会計年度比6.0％増の5,244,166千円となりました。これらの結

果営業利益は、前連結会計年度比5.7％増の1,823,417千円となりました。 

 

③ 互助会事業 

当事業では、主に手数料収入が増加し、前連結会計年度比5.5％増の317,254千円となりました。

営業費用では、労務費等の減少により、前連結会計年度比15,801千円の減少となりました。 

これらの結果、営業利益は、前連結会計年度比42.8％増の108,296千円となりました。 

 

④ その他事業 

当事業では、介護事業の売上高は、平成16年10月にオープンした在宅支援ハウス ウイズリビン

グ「へいあん やはぎ」が通年営業となり、平成18年３月にグループホーム「へいあん鴨宮」がオー

プンしたことにより、前連結会計年度比8.1％増の718,205千円となりました。営業費用では「へい

あん やはぎ」の通年営業による労務費の増加及び「へいあん鴨宮」の初期運営投資等の労務費、経

費が増加したことにより、前連結会計年度比9.3％増の673,699千円となり、営業利益は、前連結会

計年度比7.1％減の44,506千円となりました。 
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（ｂ）次期の見通し 

次期経営活動は、特に２．経営方針(５)中長期的な会社の経営戦略の収益拡大戦略②、生産性向

上戦略②及び(６)会社の対処すべき課題①、②、③の各々に注力してまいります。 

通期の業績見通しにつきましては、売上高9,364百万円、経常利益1,416百万円、当期純利益749百

万円を予定しております。 
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（2）キャッシュ・フローの状況 

 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整

前当期純利益1,134,687千円（前年同期比5.3％減少）が計上された一方で、主として前払式特定取引前

受金の保全のための支出及び施設改修等の設備投資を行った結果、前連結会計年度に比べて258,794千

円増加し、4,657,027千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は1,270,733千円（前年同期比5.4％減少）とな

りました。 

これは、主に税金等調整前当期純利益1,134,687千円、減価償却費549,269千円及び減損損失452,012

千円を源泉とする収入があった一方で、法人税等の支払626,929千円が生じたことによるものでありま

す。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は819,446千円（前年同期比40.5％減少）とな

りました。 

投資活動によるキャッシュ・フローのうち、定期預金・有価証券・投資有価証券に関連する支出及び

収入は、主として割賦販売法等の前払式特定取引前受金の保全義務（一定水準の金銭・有価証券等の供

託又は社内積立）に起因して、保全対象資産（現金、普通預金、定期預金、債券等）のうち、資金に該

当しない金融資産等への追加、回収又は入れ替えが行われたことにより生じたものであり、当連結会計

年度におけるその純額は、332,155千円の資金の流失（前連結会計年度795,473千円流出）となりました。

一方で、設備投資に使用した資金は有形固定資産の取得382,344千円であり、その主な内訳は、「湘和

礼殯館 西久保」新規開業のための工事資金156,869千円及び「ベルジュール」空調設備改修工事13,500

千円、車両購入37,079千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は192,492千円（前連結会計年度171,076千円使

用）となりました。これは配当金175,706千円の支払及びストックオプション行使に備えるための自己

株式取得によるものであります。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率（％） 33.9 35.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 44.9 49.6 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※当社グループは有利子負債を有していないため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レ

シオについては記載しておりません。 
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４．連結財務諸表等 

(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  4,499,338 4,724,487  225,149

２．売掛金  213,556 188,179  △25,377

３．有価証券 ※3 348,294 800,120  451,825

４．たな卸資産  135,972 148,717  12,744

５．繰延税金資産  93,497 79,812  △13,685

６．供託金 ※3 3,778,200 4,086,000  307,800

７．その他  67,929 111,539  43,610

８．貸倒引当金  △1,115 △782  333

流動資産合計  9,135,673 35.1 10,138,074 38.6 1,002,401

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物 ※3 5,878,926 5,266,787  △612,139

(2）機械装置及び運搬具  86,219 92,976  6,757

(3）器具及び備品  214,274 190,368  △23,905

(4）土地 ※3 6,545,471 6,548,141  2,670

(5）建設仮勘定  － 4,654  4,654

有形固定資産合計 ※1 12,724,892 48.9 12,102,929 46.1 △621,963

２．無形固定資産  37,969 0.1 36,833 0.1 △1,135

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券 ※2,3 2,670,660 1,692,565  △978,095

(2）長期貸付金  50,016 49,880  △135

(3）長期性預金  － 600,000  600,000

(4）繰延税金資産  163,016 260,079  97,062

(5）その他 ※3 1,266,769 1,364,900  98,131

(6）貸倒引当金  △9,300 △9,300  －

投資その他の資産合計  4,141,163 15.9 3,958,127 15.1 △18,036

固定資産合計  16,904,024 64.9 16,097,889 61.4 △806,135

資産合計  26,039,698 100.0 26,235,964 100.0 196,266
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  316,017 289,174  △26,842

２．未払法人税等  436,775 425,102  △11,673

３．未払消費税等  62,701 51,743  △10,958

４．その他  493,765 499,675  5,910

流動負債合計  1,309,259 5.0 1,265,696 4.8 △43,563

Ⅱ 固定負債   

１．繰延税金負債  52,922 46,671  △6,250

２．退職給付引当金  25,340 －  △25,340

３．役員退職慰労引当金  308,950 167,789  △141,161

４．連結調整勘定  1,682 －  △1,682

５．前払式特定取引前受金 ※3,4 15,505,185 15,492,189  △12,995

６．その他  500 500  －

固定負債合計  15,894,581 61.1 15,707,150 59.9 △187,431

負債合計  17,203,841 66.1 16,972,846 64.7 △230,994

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※5 785,518 3.0 785,518 3.0 －

Ⅱ 資本剰余金  2,838,393 10.9 2,838,393 10.8 －

Ⅲ 利益剰余金  5,219,973 20.0 5,635,608 21.5 415,635

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 19,117 0.1 31,412 0.1 12,294

Ⅴ 自己株式 ※6 △27,145 △0.1 △27,814 △0.1 △669

資本合計  8,835,856 33.9 9,263,117 35.3 427,260

負債資本合計  26,039,698 100.0 26,235,964 100.0 196,266
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（２）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

増  減 
（△印減） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  8,794,429 100.0 9,018,815 100.0 224,385

Ⅱ 売上原価  6,371,381 72.4 6,516,319 72.3 144,938

売上総利益  2,423,048 27.6 2,502,495 27.7 79,447

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,307,761 14.9 1,196,734 13.2 △111,027

営業利益  1,115,286 12.7 1,305,761 14.5 190,474

Ⅳ 営業外収益  182,129 2.0 175,826 1.9 △6,302

１．受取利息  8,372 11,019  2,646

２．受取配当金  961 1,057  95

３．有価証券利息  25,788 21,444  △4,344

４．連結調整勘定償却額  6,512 1,682  △4,830

５．掛金解約手数料 ※2 83,325 78,470  △4,855

６．その他  57,168 62,152  4,984

Ⅴ 営業外費用  11,094 0.1 18,128 0.2 7,034

１．供託委託手数料  8,779 12,497  3,718

２．新株発行費償却  183 －  △183

３．貸倒引当金繰入額  880 －  △880

４．商品評価損  － 4,486  4,486

５．その他  1,251 1,144  △106

経常利益  1,286,321 14.6 1,463,459 16.2 177,137

Ⅵ 特別利益  319 0.0 150,933 1.7 150,614

１．固定資産売却益 ※3 － 600  600

２．貸倒引当金戻入額  319 333  13

３．役員退職慰労引当金戻
入益 

※6 － 150,000  150,000

Ⅶ 特別損失  88,905 1.0 479,705 5.3 390,800

１．固定資産除売却損 ※4 8,136 27,693  19,557

２．減損損失 ※7 － 452,012  452,012

３．固定資産評価損 ※5 39,518 －  △39,518

４．投資有価証券評価損  41,250 －  △41,250

税金等調整前当期純利
益 

 1,197,736 13.6 1,134,687 12.6 △63,048

法人税、住民税及び事
業税 

 587,165 6.6 614,579 6.8 27,413

法人税等調整額  △55,529 △0.6 △97,959 △1.1 △42,430

当期純利益  666,100 7.6 618,068 6.9 △48,032
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（３）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,833,556 2,838,393 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

増資による新株発行  4,837 4,837 － － 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  2,838,393 2,838,393 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  4,719,593 5,219,973 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益  666,100 666,100 618,068 618,068 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  146,524 175,706  

２．役員賞与  11,830 10,610  

３．自己株式処分差損  7,366 165,720 16,116 202,432 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  5,219,973 5,635,608 

      

 



 

 

 

16

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

増  減 

（△印減） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  1,197,736 1,134,687 △63,048

減価償却費  620,671 549,269 △71,402

減損損失  － 452,012 452,012

連結調整勘定償却額  △6,512 △1,682 4,830

為替差損益  △1,400 － 1,400

貸倒引当金の増減額(減少:△)  560 △333 △893

退職給付引当金の増減額(減少:
△) 

 △9,346 △25,340 △15,994

役員退職慰労引当金の増減額(減
少:△) 

 14,542 △141,161 △155,704

受取利息及び受取配当金,有価証
券利息 

 △35,122 △33,520 1,601

投資有価証券評価損  41,250 － △41,250

有形固定資産除売却損益  7,066 19,771 12,705

無形固定資産除売却損  － 7,321 7,321

有形固定資産評価損  39,518 － △39,518

売上債権の増減額(増加:△)  △48,139 25,377 73,516

たな卸資産の増減額(増加:△)  26,157 △12,744 △38,902

仕入債務の増減額(減少:△)  △1,976 △26,842 △24,865

前払式特定取引前受金の増減額
(減少:△) 

 △42,152 △12,995 29,156

その他  13,069 △64,276 △77,346

（小計）  1,815,923 1,869,540 53,617

利息及び配当金の受取額  40,374 28,122 △12,252

法人税等の支払額  △513,061 △626,929 △113,867

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,343,235 1,270,733 △72,502
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

増  減 

（△印減） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △102,105 △662,935 △560,830

定期預金の払戻による収入  145,955 96,580 △49,375

有価証券の償還による収入  1,358,000 542,000 △816,000

有形固定資産の取得による支出  △531,525 △382,344 149,181

有形固定資産の売却による収入  403 3,172 2,769

無形固定資産の取得による支出  △922 △14,478 △13,555

投資有価証券の取得による支出  △306,973 － 306,973

供託金の預入による支出  △1,890,350 △402,800 1,487,550

供託金の払戻による収入  － 95,000 95,000

その他投資による支出  △59,395 △104,724 △45,328

その他投資の回収による収入  8,627 11,082 2,455

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,378,287 △819,446 558,840

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △146,524 △175,706 △29,182

自己株式の取得による支出  △42,352 △34,634 7,717

自己株式の売却による収入  8,105 17,849 9,744

株式の発行による収入  9,695 － △9,695

財務活動によるキャッシュ・フロー  △171,076 △192,492 △21,415

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減
少:△) 

 △206,127 258,794 464,922

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,604,360 4,398,233 △206,127

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,398,233 4,657,027 258,794
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 

（イ）連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

株式会社 へいあん 

山大商事 株式会社 

（ロ）非連結子会社は株式会社はない

ちりんであります。 

（ハ）非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、当期

純利益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

（イ）連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

同左 

 

（ロ）非連結子会社は株式会社はない

ちりんであります。 

（ハ）非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子

会社（株式会社はないちりん）

は当期純利益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体として重要性がないため、

持分法の適用から除外しており

ます。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

（１）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

（イ）有価証券 

① その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法 

(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しており

ます。) 

（イ）有価証券 

① その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 ｂ．時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ｂ．時価のないもの 

同左 

 ② 子会社株式 

移動平均法による原価法 

② 子会社株式 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （ロ）たな卸資産 

① 商品のうち、仏壇・仏像 

個別法による原価法 

（ロ）たな卸資産 

① 商品のうち、仏壇・仏像 

同左 

 ② その他の商品、食材を除く材料

移動平均法による原価法 

② その他の商品、食材を除く材料

同左 

 ③ 材料のうち食材、貯蔵品 

最終仕入原価法 

③ 材料のうち食材、貯蔵品 

同左 

（２）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 

（イ） 有形固定資産 

当社及び連結子会社は定率法（平

成10年４月１日以降取得した建物

（附属設備を除く）については定額

法）によっております。 

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の減価償却資産については、３

年間均等償却によっております。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物   ３～50年 

機械装置及び運搬具 ２～６年 

器具及び備品    ２～29年 

（イ） 有形固定資産 

当社及び連結子会社は定率法（平

成10年４月１日以降取得した建物

（附属設備を除く）については定額

法）によっております。 

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の減価償却資産については、３

年間均等償却によっております。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物   ３～50年 

機械装置及び運搬具 ２～６年 

器具及び備品    ２～29年 

 （ロ） 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法によ

っております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

（ロ） 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法によ

っております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 また、取得価額10万円以上20万円未

満の減価償却資産については、３年間

均等償却によっております。 

 （ハ） 長期前払費用 

当社及び連結子会社は定額法によ

っております。 

なお、主な耐用年数は、５年であ

ります。 

（ハ） 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（３）重要な引当金の計上

基準 

（イ） 貸倒引当金 

  当社及び連結子会社は、債権の

貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

（イ） 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 （ロ） 退職給付引当金 

  当社及び連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債

務見込額及び年金資産残高に基

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

なお、会計基準変更時差異

（111,631千円）は５年による均

等額を費用処理しております。 

（ロ） 退職給付引当金 

  当社及び連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債

務見込額及び年金資産残高に基

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

当連結会計年度末においては、

適格退職年金制度における年金資

産の額が、退職給付債務の額を超

えているため、当該超過額を流動

資産の「その他」に計上しており

ます。 

 （ハ） 役員退職慰労引当金 

当社及び連結子会社は、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

（ハ） 役員退職慰労引当金 

当社及び連結子会社は、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

なお、当社及び連結子会社は、

平成17年10月28日開催の臨時取

締役会の決議に基づき平成18年

３月31日をもって役員退職慰労引

当金制度の廃止を決定し、退職時

に支給することといたしました。 

つきましては、平成18年４月１

日以降の期間に対する役員退職

慰労引当金の繰入はしておりませ

ん。 

（４）その他連結財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

（イ） 消費税等の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

（イ） 消費税等の会計処理の方法 

同左 

 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用し

ております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に

関する事項 

連結調整勘定の償却については、５

年間の均等償却を行っております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の

利益処分について、連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成

しております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。 

同左 

 

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

     固定資産の減損に係る会計基準 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適

用しております。 

 これにより営業利益、経常利益が20,604千円増加し、

税金等調整前当期純利益が431,381千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から減価償却累計額

に含めて間接控除しております。また、セグメントに

与える影響については、（セグメント情報）に記載し

ております。 
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追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（外形標準課税）      

「地方税の一部を改正する法律」 

 （平成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月１日以後に開始する連結会計年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連

結会計年度から「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日企業会計基準委員会 実務対応報

告12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上しております。

 この結果、販売費及び一般管理費が22,131千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が同額減少しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額は6,193,598千円で

あります。 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額は7,074,845千円で

あります。 

また、減価償却累計額には減損損失451,985千円

が含まれております。 

※2. 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次の

とおりであります。 

※2. 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次の

とおりであります。 
 

投資有価証券(株式) 37,885千円
  

 
投資有価証券(株式) 37,885千円

  
※3．担保に供している資産及び担保付債務 ※3．担保に供している資産及び担保付債務 

(1）金融機関に対する債務 (1）金融機関に対する債務 
 

土地 1,403,993千円

建物及び構築物 856,669

計 2,260,663
  

 
土地 1,403,993千円

建物及び構築物 801,129

計 2,205,123
  

 上記資産については、根抵当権（極度額750,000  

千円）として、担保に供しておりますが、当連結会

計年度末現在対応する債務はありません。 

 上記資産については、根抵当権（極度額750,000  

千円）として、担保に供しておりますが、当連結会

計年度末現在対応する債務はありません。 

(2）前払式特定取引に対する債務 (2）前払式特定取引に対する債務 
 

有価証券 330,267千円

供託金 3,778,200

投資有価証券 2,145,236

その他の投資その他の資産
（差入保証金） 

528,522

計 6,782,225
  

 
有価証券 800,120千円

供託金 4,086,300

投資有価証券 1,318,708

その他の投資その他の資産（差
入保証金） 

577,410

計 6,782,538
  

 上記資産については、割賦販売法第18条の3に基づ

き、前払式特定取引前受金15,505,185千円に対する

保全措置として供託等の方法により担保に供してお

ります。 

 上記資産については、割賦販売法第18条の3に基づ

き、前払式特定取引前受金15,492,189千円に対する

保全措置として供託等の方法により担保に供してお

ります。 

※4. 冠婚葬祭に関する役務の提供を行うために、互助

会会員から分割払の方法により受取った前受金で

あります。 

※4.         同左 

※5．当社の発行済株式総数は、普通株式14,667,000株

であります。 

※5．当社の発行済株式総数は、普通株式14,667,000株

であります。 

※6．当社が保有する自己株式の数は、普通株式38,600

株であります。 

 

※6．当社が保有する自己株式の数は、普通株式35,780

株であります。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 
   

広告宣伝費 225,290千円

役員報酬 106,560

給与手当 498,790

退職給付引当金繰入額 54,746

役員退職慰労引当金繰入額 14,542

減価償却費 35,380

 
 

 
広告宣伝費 198,906千円

役員報酬 107,096

給与手当 455,461

退職給付引当金繰入額 32,563

役員退職慰労引当金繰入額 14,366

減価償却費 33,586

 
  

※2. 掛金解約手数料は、互助会会員との契約解約に伴い、

互助会契約約款に従って生じた手数料収入でありま

す。 

※2.          同左 

 

※3．        ________ ※3．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 
  

   
（固定資産売却益） 

機械装置及び運搬具 358千円

器 具 及 び 備 品 5

土地 236

計 600
 

※4. 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 ※4. 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。
 

（固定資産売却損） 

機械装置及び運搬具 80千円

（固定資産除却損） 

建 物 及 び 構 築 物 6,008千円

機械装置及び運搬具 655

器 具 及 び 備 品 322

解体撤去費用 1,070

計 8,136
   

   
（固定資産売却損） 

土地 550千円

（固定資産除却損） 

建 物 及 び 構 築 物 17,270千円

機械装置及び運搬具 452

器 具 及 び 備 品 2,098

借地権 7,321

計 27,693
 

   
※5．固定資産評価損39,518千円は、連結会社間におけ

る神奈川県平塚市及び小田原市所在の土地等の売

買に伴う未実現損失を消去しなかったことによる

ものであります。 
 

   
※5．        ________ 

 
 

※6．        ________ ※6．役員退職慰労引当金戻入益 
 

当社グループは、役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく要支給額を引当計上しており

ましたが、平成17年10月28日開催の臨時取締役会の

決議に基づき平成18年３月31日をもって役員退職慰

労引当金制度の廃止を決定いたしました。 

この役員退職慰労引当金制度の廃止に伴い、既積

立分のうち150,000千円の受取辞退が決定いたしま

したので、同額を役員退職慰労引当金戻入益として

特別利益に計上いたしました。 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※7．       ________ ※7．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 

当社グループは、事業の種類別に営業用店舗を独

立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位と

し、かつ同一地域内において商圏の重複によりキ

ャッシュ・フローが相互補完的関係となる店舗群

を、一つの資産グループとみなしております。 

上記資産グループにおいて、店舗損益の継続的な

悪化が生じており、その帳簿価額を減額し、当該

減少額を減損損失452,012千円（内訳、建物411,282

千円、構築物13,739千円、車両運搬具640千円、器

具備品26,349千円）として特別損失に計上してお

ります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを

7.2％で割り引いて算定しております。 

場所 用途 種類 

神奈川県小

田原市 

冠婚事業 

婚礼施設 

建物、構築

物、器具備品

等 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）
   

現金及び預金勘定 4,499,338千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金等 

△101,105

現金及び現金同等物 4,398,233
 

 
現金及び預金勘定 4,724,487千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金等 

△67,460

現金及び現金同等物 4,657,027
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

 

1．売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

 

2．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

3．その他有価証券で時価のあるもの 

区    分 種    類 
取 得 原 価 

（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差    額 
（千円） 

(1)株式 11,179 30,260 19,081 

(2)債券    

①国債・地方債等 1,695,677 1,710,871 15,194 

②社債 321,349 328,637 7,287 

③その他 ―  ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小    計 2,028,206 2,069,769 41,562 

(1)株式 33,750 33,750 ― 

(2)債券    

①国債・地方債等 555,658 555,132 △526 

②社債 100,959 100,860 △99 

③その他 200,000 191,640 △8,360 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小    計 890,368 881,382 △8,985 

合    計 2,918,574 2,951,151 32,576 

（注）当連結会計年度において、有価証券について41,250千円（その他有価証券で時価のある株式41,250

千円）減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減

損処理を行ない、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた金額について減損処理を行っております。 

 

4．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 
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5．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区     分 
連結貸借対照表計上額

（千円） 

(1) 子会社株式及び関連会社株式  

  ① 子会社株式 37,885 

(2) その他有価証券  

  ① 非上場株式 29,918 

合    計 67,804 

 

6．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内

（千円） 
10年超（千円）

(1) 債券     

① 国債・地方債等 123,987 1,940,816 ― 201,200 

② 社債  224,307 205,190 ― ― 

③ その他 ― ― ― 191,640 

合    計 348,294 2,146,006 ― 392,840 
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当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

 

1．売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

 

2．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

3．その他有価証券で時価のあるもの 

区    分 種    類 
取 得 原 価 

（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差    額 
（千円） 

(1)株式 44,929 107,313 62,384 

(2)債券    

①国債・地方債等 671,010 676,143 5,132 

②社債 99,364 101,760 2,395 

③その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小    計 815,304 885,216 69,911 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券    

①国債・地方債等 1,455,373 1,440,335 △15,038 

②社債 100,691 99,330 △1,361 

③その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小    計 1,556,065 1,539,665 △16,400 

合    計 2,371,370 2,424,881 53,511 

（注）当連結会計年度において、減損処理を行っている有価証券はありません。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減

損処理を行ない、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた金額について減損処理を行っております。 

 

4．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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5．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区     分 
連結貸借対照表計上額

（千円） 

(1) 子会社株式及び関連会社株式  

  ① 子会社株式 37,885 

(2) その他有価証券  

  ① 非上場株式 29,918 

合    計 67,804 

 

6．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内

（千円） 
10年超（千円）

(1) 債券     

① 国債・地方債等 800,120 1,125,958 ― 190,400 

② 社債  ― 201,090 ― ― 

③ その他 ― ― ― ― 

合    計 800,120 1,327,048 ― 190,400 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

1.  採用している退職給付制度の概要 1.  採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度と厚生年金基金制度を設けて

おります。 

 なお、厚生年金基金制度は総合設立型制度（全日

本冠婚葬祭互助会厚生年金基金）であり、当社の拠

出へ対応する年金資産の額を合理的に計算すること

ができないため、当基金への拠出額を退職給付費用

として処理しております。 

同左 

2.  退職給付債務に関する事項(平成17年3月31日現在) 2.  退職給付債務に関する事項(平成18年3月31日現在)
 

退職給付債務 △451,166千円

年金資産 425,826 

未積立退職給付債務 △25,340 

会計基準変更時差異の未処理額 － 

退職給付引当金 △25,340 

（注）厚生年金基金制度を含めておりません。 

 なお、当基金の年金資産の額は1,093,078千円

であります。 

 
退職給付債務 △472,294千円

年金資産 511,297 

退職給付引当金（前払年金費用） 39,002 

（注）厚生年金基金制度を含めておりません。 

 なお、当基金の年金資産の額は1,437,958千円

であります。 

3.  退職給付費用に関する事項 3.  退職給付費用に関する事項 

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
 

勤務費用 42,167千円

会計基準変更時差異費用処理額 22,326 

退職給付費用 64,494 

(注1) 当社及び連結子会社は小規模会社等に該当し

簡便法を採用しているため、退職給付費用の

うち会計基準変更時差異の費用処理額を除く

額を「勤務費用」として記載しております。

(注2) 厚生年金制度は含んでおりません。 

なお、当基金への拠出額は86,178千円であり

ます。 

 
勤務費用 △539千円

退職給付費用 △539 

 

(注1) 当社及び連結子会社は小規模会社等に該当し

簡便法を採用しているため、退職給付費用の

額を「勤務費用」として記載しております。

 

(注2) 厚生年金制度は含んでおりません。 

なお、当基金への拠出額は108,984千円であり

ます。 

(注3) なお、退職給付費用のマイナスは、当該連結

会計年度において、退職給付債務の発生額を

越える年金資産の運用益が生じたことによる

ものであります。 

4.  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4.  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社及び連結子会社は、簡便法を採用しておりま

すので、基礎率について記載しておりません。 

同左 

会計基準変更時差異の処理年数 ５ 年
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 

(1) 流動資産 (1) 流動資産 

未払事業税否認額 34,156千円

未払賞与否認額 43,493 

その他 18,518 

（ 計 ） 96,168
  

未払事業税否認額 32,762千円

未払賞与否認額 40,755 

その他 22,260 

（ 計 ） 95,778
  

(2) 固定資産 (2) 固定資産 

役員退職慰労引当金繰入限度超
過額 

125,566千円

退職給付引当金繰入限度超過額 10,294

その他 45,196

（ 計 ） 181,057

繰延税金資産合計 277,225

繰延税金負債との相殺 △ 20,711

繰延税金資産の純額 256,514千円
  

役員退職慰労引当金繰入限度超
過額 

68,225千円

減損損失損金不算入額 175,270

その他 51,818

（ 計 ） 295,314

繰延税金資産合計 391,093

繰延税金負債との相殺 △51,201

繰延税金資産の純額 339,891千円
  

（繰延税金負債） （繰延税金負債） 

(1) 流動負債 (1) 流動負債 
  

その他有価証券評価差額金 △ 2,671千円

（ 計 ） △ 2,671
 

  
その他有価証券評価差額金 △15,965千円

（ 計 ） △15,965
 

(2) 固定負債 (2) 固定負債 
  

その他有価証券評価差額金 △ 13,461千円

連結子会社の評価差額金 
（有価証券） 

△ 16,403

連結子会社の評価差額金 
（土地） 

△ 36,519

その他 △  4,578

（ 計 ） △ 70,962

繰延税金負債合計 △ 73,633

繰延税金資産との相殺 20,711

繰延税金負債の純額 △ 52,922千円
 

  
その他有価証券評価差額金 △22,357千円

連結子会社の評価差額金 
（有価証券） 

△16,403

連結子会社の評価差額金 
（土地） 

△35,966

その他 △7,179

（ 計 ） △81,907

繰延税金負債合計 △97,873

繰延税金資産との相殺 51,201

繰延税金負債の純額 △46,671千円
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前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
法定実効税率 40.6％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない項
目 

△3.6％

住民税均等割等 0.5％

同族会社の留保金課税 2.7％

連結調整勘定償却 △0.2％

連結子会社からの受取配当金の消去 4.2％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4％
 

 
法定実効税率 40.6％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3%

受取配当金等永久に益金に算入されない項
目 

△3.9%

住民税均等割等 0.5%

同族会社の留保金課税 3.1%

連結調整勘定償却 △0.1%

連結子会社からの受取配当金の消去 4.5%

その他 0.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.5%
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（セグメント情報） 

 

１．事業の種類別セグメント情報 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

（単位：千円） 

 冠婚事業 葬祭事業 互助会事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に対する
売上高 

1,375,361 6,673,902 15,216 729,949 8,794,429 ― 8,794,429

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

― ― 285,391 ― 285,391 △285,391 ―

計 1,375,361 6,673,902 300,608 729,949 9,079,821 △285,391 8,794,429

営業費用 1,177,605 4,949,199 224,759 670,301 7,021,866 657,276 7,679,143

営業利益 197,755 1,724,703 75,848 59,648 2,057,955 △942,668 1,115,286

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出 

   

資産 1,153,067 11,721,926 9,340,320 283,817 22,499,131 3,540,566 26,039,698

減価償却費 116,619 457,990 1,099 14,077 589,787 34,424 624,212

資本的支出 25,941 365,092 ― 21,280 412,314 12,677 424,992

 （注）1．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2．各事業区分に含まれる主な事業、事業所等 

(1) 冠婚事業……婚礼式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 

結婚式場   ロイヤルマナーフォートベルジュール、コルティーレ茅ヶ崎 

貸衣裳店   サロンドプリエ 

(2) 葬祭事業……葬儀式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 

葬祭ホール  湘和会堂鵠沼、湘和会堂西富、湘和会堂六会、湘和会堂茅ヶ崎、湘和会堂平塚、

湘和会堂秦野、湘和会堂小田原、湘和会堂町田、カルチャーＢＯＮＤＳ藤沢、カ

ルチャーＢＯＮＤＳ平塚（平成16年4月パレスへいあんより業態変更）、カルチ

ャーＢＯＮＤＳ小田原 

仏壇店    お仏壇の湘和平塚店、藤沢店、小田原店 

(3) 互助会事業……互助会運営事業及び婚礼葬儀施行斡旋事業 

(4) その他の事業……介護事業、給食事業 他 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は942,668千円であり、その主

なものは、企業広告費用と連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る費用であります。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,542,350千円であり、その主なものは、

連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金、預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)、並びに連結

財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る資産等であります。 

5．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

6．当連結会計年度より、前連結会計年度まで管理部門で一括管理しておりました広告宣伝費の実施権限を

各事業部に委譲したことにより、広告宣伝費の一部を各セグメント事業の費用として計上しております。

また、一部組織の変更に伴い事業開始より一定の期間が経過したことから、管理部門で計上しておりま

したＦＣ事業にかかる費用を葬祭事業に含めております。 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

（単位：千円） 

 冠婚事業 葬祭事業 互助会事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に対する
売上高 

1,154,149 7,067,584 14,419 782,662 9,018,815 ― 9,018,815

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

― ― 302,834 ― 302,834 △302,834 ―

計 1,154,149 7,067,584 317,254 782,662 9,321,650 △302,834 9,018,815

営業費用 1,020,425 5,244,166 208,958 729,984 7,203,534 509,519 7,713,054

営業利益 133,724 1,823,417 108,296 52,678 2,118,116 △812,354 1,305,761

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

   

資産 654,299 11,578,571 9,430,750 358,775 22,022,396 4,213,567 26,235,964

減価償却費 82,979 421,201 985 12,107 517,274 33,288 550,562

減損損失 452,012 ― ― ― 452,012 ― 452,012

資本的支出 37,898 316,538 660 11,663 366,760 35,226 401,986

 （注）1．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2．各事業区分に含まれる主な事業、事業所等 

(1) 冠婚事業……婚礼式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 

結婚式場   ロイヤルマナーフォートベルジュール、コルティーレ茅ヶ崎 

貸衣裳店   サロンドプリエ 

(2) 葬祭事業……葬儀式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 

葬祭ホール  湘和会堂鵠沼、湘和会堂西富、湘和会堂六会、湘和会堂茅ヶ崎、湘和会堂平塚、

湘和会堂秦野、湘和会堂小田原、湘和会堂町田、カルチャーＢＯＮＤＳ藤沢、カ

ルチャーＢＯＮＤＳ平塚、カルチャーＢＯＮＤＳ小田原、湘和会堂礼殯館西久保 

仏壇店    お仏壇の湘和平塚店、藤沢店、小田原店 

(3) 互助会事業……互助会運営事業及び婚礼葬儀施行斡旋事業 

(4) その他の事業……介護事業、給食事業 他 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は812,354千円であり、その主

なものは、企業広告費用と連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る費用であります。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,213,567千円であり、その主なものは、

連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金、預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)、並びに連結

財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る資産等であります。 

5．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

6．会計処理方法の変更 

固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。 

これにより営業費用（減価償却費）が20,604千円減少し、営業利益が同額増加しております。 
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２．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年

４月１日 至 平成18年３月31日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の

合計及び全セグメントの資産金額の合計額の占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

 

３．海外売上高 

 前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年

４月１日 至 平成18年３月31日）において海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

1．親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

2．役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

3．子会社等 

 該当事項はありません。 

 

4．兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

1．親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

2．役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

3．子会社等 

 該当事項はありません。 

 

4．兄弟会社等 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 603円30銭

１株当たり当期純利益金額 44円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純
利益金額 

44円59銭
 

１株当たり純資産額 632円38銭

１株当たり当期純利益金額 41円51銭

潜在株式調整後1株当たり当期純
利益金額 

41円41銭
 

  

 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 666,100 618,068 

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,600 10,700 

（うち利益処分による役員賞与金） （10,600） （10,700）

普通株式に係る当期純利益（千円） 655,490 607,368 

期中平均株式数（株） 14,634,836 14,632,640 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額 

  

当期純利益調整額（千円） －  

普通株式増加数（株） 65,780 34,199 

（うち新株予約権） （65,780） （34,199）
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 該当事項はありません。 

 

(2) 受注状況 

 該当事項はありません。 

 

(3）販売実績 

 販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月 1日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

湘南事業部 575,421 76.8 

西事業部 500,846 93.5 

その他 77,881 85.9 
冠婚事業 

小計 1,154,149 83.9 

東事業部 1,647,653 95.8 

湘南事業部 1,458,449 99.7 

中央事業部 1,984,718 110.0 

西事業部 1,376,630 115.3 

その他 600,132 122.1 

葬祭事業 

小計 7,067,584 105.9 

互助会事業(注)2 手数料収入 14,419 94.8 

介護事業 718,205 108.1 

その他 64,456 98.5 その他の事業 

小計 782,662 107.2 

合計 9,018,815 102.6 

（注）   1．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2．互助会事業については、外部顧客に対する売上高のみを記載しております。 


