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１．平成18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 
(1) 経営成績                                  （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月中間期 
 

百万円   ％
        2,309      － 
        

百万円   ％
          190          － 
          

百万円   ％
          164         － 
          

17年９月期         3,617           285           236 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年３月中間期 
 

百万円   ％
           73         － 
           

円   銭
            8,785      38 
           

円   銭
――――― 

 

17年９月期           132            16,027      70 ――――― 

(注)①持分法投資損益 18年３月中間期  －百万円  17年３月中間期  －百万円   17年９月期  －百万円 
②期中平均株式数 18年３月中間期   8,400株  17年３月中間期  8,158株   17年９月期  8,279株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 配当状況 

 
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
18年３月中間期 
 

円  銭 
――――― 

 

円  銭
――――― 

 

17年９月期 ――――― ――――― 

 

 
(3) 財政状態                                  （百万円未満切り捨て） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
18年３月中間期 
 

百万円 
           4,513 
           

百万円
             498 
             

％ 
          11.0 
           

円   銭
  59,312      76 

17年９月期            3,361              424           12.6   50,529      39 

(注)①期末発行済株式数 18年３月中間期  8,400株  17年３月中間期  8,400株  17年９月期  8,400株 
②期末自己株式数  18年３月中間期   －株  17年３月中間期   －株  17年９月期   －株 

(4) キャッシュ･フローの状況                          （百万円未満切り捨て） 

 
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

 
18年３月中間期 
 

百万円 
         157 

 

百万円
       △539 

百万円 
         970 

 

百万円
       1,236 

17年９月期          416        △240        △725          647 
 
２．18年９月期の業績予想(平成17年10月１日～平成18年９月30日)          （百万円未満切り捨て） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  
 

通 期 
百万円 

       4,307 
百万円

         221 
百万円

         106 
円  銭 

2,000  00 
円  銭

2,000  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）10,248 円 46 銭 
 
 
 

※ 業績予想の利用又は業績予想の開示形式に関する注意文言等の記載欄



 

１．企業集団の状況 

当社は、関係会社等を有しておりませんので、当該事項はありません。 

 

２．経営方針 

(1) 会社の経営の経営方針 

 当社は、「日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社」を生涯スローガンに掲げ、不透明であった葬儀

価格を明確に開示し、一般消費者に対する信頼度の向上を目指し、消費者の葬儀ニーズを捉え満足のいく

サービスの提供により顧客満足度の向上を目指しております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は株主利益の最大化を重要な経営目標としております。そのためには１株当たりの利益水準を一層

高めることに注力し、財務体質の強化と将来の事業拡大に必要な内部留保及びそれらの効果による株主資

本利益率（ＲＯＥ）の向上などを総合的に判断した上で今後の配当政策を決定する方針であります。また、

業績向上時には増配や株式分割による株主への利益還元も積極的に行っていく予定であります。 

 当社はこれまでに配当を行っておりませんが、当期については１株当たり2,000円の年間配当を予定して

おります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、個人投資家が投資しやすい環境づくりを常に念頭に置いております。投資単位の引き下げにつ

きましては今後の株式市場の動向を総合的に判断してまいりたいと考えておりますが、具体的な施策及び

時期につきましては未定であります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

 当社は、企業価値の継続的な拡大を図るため、積極的な事業拡大による売上規模拡大の目安として売上

高成長性を、事業収益の効率向上の目安として売上高経常利益率を経営指標の目標にしてまいります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

 一般的に葬儀は、消費者にとって非日常的な行事であるために一般的な相場感覚を持ちにくく、また、

宗教的な色彩が強いために価格交渉がタブー視されてきました。しかも、多くの消費者が「親族の死」と

いう冷静な判断を行いにくい精神状態のもとで契約せざるを得ないという特殊事情もあります。従来はこ

れらの事情により葬儀社同士の価格競争が起こりにくく、葬儀費用は高値安定で推移しておりました。し

かし、東京都が実施した「平成13年度流通構造等分析調査 葬儀にかかわる費用等調査報告書」によります

と、22.1％の人が葬儀費用を「高かった」と感じておりました。また、消費者からは「葬儀料金システム

が不明瞭である。」、「形式にとらわれない、簡素ながら心のこもった葬儀を近親者のみで行いたい。」とい

った意見も増えてきております。近年は、会葬者数の減少あるいは近親者のみで葬儀を執り行う「家族葬」

の増加により葬儀施行規模の縮小傾向が見られ、葬儀１件当たりの平均単価が減少傾向にあります。また、

従来は自宅で行われることが多かった葬儀ですが、近年は会館での葬儀を要望されるお客様が増えてきて

おります。 

 このような状況の中、当社は、1997年の会社設立以来、セット料金によるお値打ちな価格の提供とその

価格の開示を一貫して取り組んでまいりました。 

 また、旧来の日本家屋の減少等による昨今の住宅事情の変化や、高齢の会葬者の増加が十分に予測され

ますので、「生活圏内に必ず存在する地域密着型の葬儀会館」を目指すべく、新規出店を継続し、ドミナン

ト出店による場所の提供を行っていく所存であります。当社はこれからも、こうした時代の流れに適合し、

徹底したサービスを市場に提供し続け、他社との差別化を図るべく顧客満足度の向上に努めることを経営

戦略としてまいります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

 当社は企業価値を高めていくために、次の点を課題と考え、積極的に取り組んでいく方針であります。 

① サービス品質の向上（人材教育） 

－1－ 



 

  当社は、接客サービスに優れた人材を積極的に採用しておりますが、悲しみの中、執り行われる葬儀

は「究極のサービス業」であると捉え、サービスの質の向上が重要課題と認識しております。 

  そのために、社員研修を行い、徹底したサービスの向上に努める人材教育を重要な課題と位置づけて

おります。 

② 投資の回収 

  近年は、葬儀を執り行うことが可能な住環境になかなか恵まれておらず、町内会や隣組など近隣世帯

とコミュニケーションを取ることが希薄になっております。また、葬儀施行が可能な集会所や公民館等

の施設の利便性も低下しており、自宅よりも会館で葬儀施行をするケースが増加しております。 

  そのため、葬儀需要は、従来の自宅葬から、通夜、葬儀、法要まで一貫して執り行う場所を提供する

葬儀会館葬へ移行しております。このような市場動向をとらえ、当社は、名古屋市内を中心としたドミ

ナント方式での会館展開を推進しております。 

  当事業年度におきましては、平成17年11月名古屋市熱田区に「ティア熱田」が、また、平成18年３月

大阪府門真市に「ティア門真」がオープンいたしました。 

  これら当事業年度に完了した、あるいは次事業年度に予定される一連の設備投資に関して、更なる設

備投資を踏まえ、当初事業計画に沿った投資回収を行うことが重要な課題であります。 

③ 会員数の拡大 

  当社は、将来顧客となる会員数を更に拡大する方針であります。 

  葬儀会館の利便性を前面に打ち出した会館施設の見学会の開催や、各種メディアを利用した認知度の

向上を行う必要があります。また、前期より引き続き、一般消費者のみならず、企業・団体の福利厚生

の一環として利用して頂くことを目的とした団体契約の推進や、生前見積りにより消費者の意識改革を

促し、当社の会員数の拡大を行うことが重要な課題であります。 

④ 組織の強化 

  当社は、さらなる事業拡大に繋げるため、経営管理体制の向上や財務体質の改善に注力し、事業基盤

の安定と充実を図り、強靭な経営体質の構築、また、内部監査及び内部牽制の両面から内部管理体制の

一層の強化が必要と考えております。 

 

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

  当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方は、企業として企業価値を高めるとともに、信頼さ

れる企業としてあり続けるために、適時、適正かつ公平な情報開示に努め、コンプライアンス（法令遵

守）の徹底、並びに、経営の透明性を追及し経営管理機能の整備、強化を継続して行うことと考えてい

ます。 

② コーポレート・ガバナンス施策の実施状況 

(a) 内部統制の強化 

① 取締役会 

 取締役会におきましては、定例的に月１回開催され、当社の「取締役会規程」に定められた付議

事項について審議・決議するとともに各取締役の業務執行状況の監視を行います。また、取締役会

には監査役も出席し、取締役の執行業務を監督しております。 

② 監査役 

 監査役におきましては、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業

務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図っております。また、取締役

との会合等も定期的に開催し、監査の有効を図っております。 

③ 内部監査室 

 内部監査業務は内部監査室（人員１名）が担当しております。全部門に対し計画的に業務全般に

わたり内部監査を実施しており、これらの内部監査を進めることにより内部統制の強化を図ってお

ります。 

④ 会計監査の状況 

 会計監査業務は、監査法人トーマツと監査契約を締結し、当該監査を受けております。 

(b) リスク管理体制の整備の状況 

－2－ 



 

 当社のリスク管理体制について、昨今の個人情報の漏洩が社会問題化している中で、当社は従業

員に関する情報の他、一般顧客情報や「ティアの会」会員など個人情報を多数取り扱っている事業

者として、個人情報の保護を目的としたプログラムを完成させ、その運用業況のチェックにつきま

しても内部監査計画に盛り込み、その機能維持を図っております。 

 今後も内在する企業リスクに対しては、より一層の内部管理体制の強化に励み、不測の事故の未

然防止に努めてまいります。また、法令遵守（コンプライアンス）に関しましても、役員に徹底を

図り、研修などにより全社員の意識向上に努めてまいります。 

 

(8) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 業績の概要 

当中間期におけるわが国の経済は、原燃料価格の高騰、所得税や社会保険料の増加や相次ぐ自然災害や天

候不順などによる個人消費の鈍化などマイナス要因が見られますが、経済成長率の回復、有効求人倍率の

上昇による完全失業率は高水準ながら低下傾向にあり、製造業における設備投資や株価指標の堅調な推移

など景気の浮揚感が強まる兆しが見られます。 

葬儀業界におきましては、高齢者社会を反映し百万人を超えた年間死亡数によるマーケットの拡大は見ら

れるものの、既存葬儀社の新規会館出店による顧客獲得競争が激化し、さらに、従来の形式にとらわれな

いお別れ会や法要によるホテル業界の新規参入、異業種の遊休地利用による新規参入がみられます。 

一方、死亡数の増加にともない葬儀施行件数及び売上高は増加傾向にあるものの、少子化及び核家族化が

反映され、近親者のみによる家族葬の増加、また、慣習や形式にとらわれないお別れの場として、葬儀自

体の個性化が進み、葬儀１件当たりの売上高は減少傾向にあります。 

このような状況下、当社は、当中間会計期間において平成17年11月名古屋市熱田区に「ティア熱田」をオ

ープンしました。名古屋市内及びその近郊にある18会館をドミナント方式で展開することでシナジー効果

による知名度の向上に努め、創業時からの明確な料金体系、適正価格による葬儀の提供が消費者に徐々に

認知されつつあります。また、フランチャイズ店舗のサポート及び名古屋地域以外での知名度向上のため、

平成18年３月大阪府門真市に「ティア門真」を新たにオープンいたしました。 

以上の結果、当中間会計期間末の売上高は2,309,002千円、経常利益は164,121千円、中間純利益は73,797

千円となりました。 

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

(a) 葬祭事業 

葬祭事業におきましては、新規２会館の開業や人形供養祭・葬祭見学会などのイベントによる営業活

動により認知度の向上に努めた結果、葬儀施行件数が増加し、当中間会計期間末における売上高は

2,289,803千円となりました。 

(b) フランチャイズ事業 

フランチャイズ事業におきましては、当社の葬儀会館運営ノウハウをもとに、平成18年３月和歌山県

橋本市にフランチャイズ第１号店「ティア橋本」をオープンいたしました。次事業年度以降更なる充実

を目指してまいりますが、当中間会計期間末における売上高は19,198千円となりました。 

 また、平成18年４月岐阜県各務原市にフランチャイズ第２号店「ティア各務原」をオープンいたし

ております。 

 

(2) 財政状態 

① 財政状態 

（資産） 

  当中間会計期間末の資産は4,513,653千円となり、前事業年度末に比べ1,151,890千円増加いたしました。 

  流動資産は1,439,267千円と前事業年度末に比べ653,259千円増加いたしました。流動資産の主な増加理

由は、現金及び預金が588,592千円増加したこと、売掛金が48,566千円増加したことであります。 

－3－ 



 

  有形固定資産は2,050,679千円と前事業年度末に比べ505,767千円増加しました。これは主に、建物が

292,711千円増加したこと及び土地が234,149千円増加したことによるものであります。無形固定資産は

16,910千円と前事業年度末に比べ8,668千円増加しました。これは主に営業権が7,871千円増加したことに

よるものであります。投資その他の資産は1,006,795千円と前事業年度末から15,806千円減少しております

が、これは主に保証金等の減少によるものであります。 

（負債） 

  当中間会計期間末の負債は4,015,425千円となり、前事業年度末に比べ1,078,109千円増加しております。

これは主に、長期借入金及び１年以内返済長期借入金が970,658千円増加、買掛金が77,789千円増加したた

めであります。 

（資本） 

 当中間会計期間末の資本は498,227千円となり、前事業年度末と比べて73,780千円増加いたしました。こ

れは、中間純利益の計上により資本が増加したためであります。 

 

② キャッシュ・フロー分析 

  当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて588,592

千円増加し、1,236,059千円となりました。 

 なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

  当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は157,135千円となりました。これは主に、税引

前中間純利益131,241千円が計上されたこと、仕入債務が77,789千円増加したこと等により資金増加があっ

たこと、法人税等の支払額116,014千円等の資金減少があったことの結果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） 

  当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は539,201千円となりました。これは主に、新規

出店に伴う有形固定資産の取得による支出536,166千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は970,658千円となりました。これは主に、長期借

入金返済による支出379,342千円があったものの、長期借入金の借入による収入1,350,000千円があったた

めであります。 

 なお、キャッシュ･フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

 平成17年９月期 平成18年３月中間 

自己資本比率（％） 12.6 11.0 

時価ベースの自己資本比率（％） ※１ － － 

債務償還年数（年）※２ 6.0 22.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）※２ 6.9 5.1 

株主資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※１ 平成18年６月２日にセントレックスに上場いたしましたので当期までは時価がないため記載して

おりません。 

※２ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」

を使用しております。有利子負債は、（中間）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書

の「利息の支払額」を使用しております。 

 

(3) 通期の見通し 

当事業年度における当社の通期業績の見通しにつきましては、予測したとおり葬儀件数が堅調に推移して 

おり、また、葬儀単価においても平準化されておりますので、当初の目標どおり売上高4,307,186千円、経

常利益221,504千円、当期純利益106,584千円を見込んでおります。 
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４．中間財務諸表等 

（１） 中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,236,059 647,467 

２．売掛金  99,242 50,675 

３．たな卸資産  6,804 4,704 

４．その他  100,451 88,125 

貸倒引当金  △3,291 △4,966 

流動資産合計  1,439,267 31.9  786,007 23.4

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物 ※1,2 1,566,745 1,274,034 

２．土地 ※2 360,457 126,308 

３．その他 ※1 123,476 144,569 

有形固定資産合計  2,050,679 1,544,912 

(2）無形固定資産  16,910 8,241 

(3）投資その他の資産   

１．長期前払費用  168,242 174,701 

２．差入保証金 ※2 837,926 847,880 

３．その他  626 20 

投資その他の資産合計  1,006,795 1,022,601 

固定資産合計  3,074,385 68.1  2,575,755 76.6

資産合計  4,513,653 100.0  3,361,762 100.0

   

 

－5－ 



 

 

  
当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  221,515 143,726 

２．１年以内返済予定の 

長期借入金 
※2 808,558 619,082 

３．賞与引当金  36,698 14,101 

４．その他 ※4 266,127 260,263 

流動負債合計  1,332,899 29.5  1,037,172 30.9

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※2 2,681,325 1,900,143 

２．その他  1,200 － 

固定負債合計  2,682,525 59.5  1,900,143 56.5

負債合計  4,015,425 89.0  2,937,315 87.4

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  420,000 9.3  420,000 12.5

Ⅱ 利益剰余金   

１．中間（当期）未処分利益  78,244 4,446 

利益剰余金合計  78,244 1.7  4,446 0.1

Ⅲ その他有価証券評価差額 

  金 
 △16 △0.0  － －

資本合計  498,227 11.0  424,446 12.6

負債・資本合計  4,513,653 100.0  3,361,762 100.0
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（２） 中間損益計算書 

  

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  2,309,002 100.0  3,617,040 100.0

Ⅱ 売上原価  1,700,032 73.6  2,714,197 75.1

売上総利益  608,970 26.4  902,842 24.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費  418,777 18.2  617,816 17.0

営業利益  190,193 8.2  285,025 7.9

Ⅳ 営業外収益 ※1 4,954 0.2  17,099 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2 31,025 1.3  65,696 1.8

経常利益  164,121 7.1  236,429 6.5

Ⅵ 特別利益  7 0.0  1 0.0

Ⅶ 特別損失 ※3,5 32,887 1.4  1,430 0.0

税引前中間（当期）純利 

益 
 131,241 5.7  234,999 6.5

法人税、住民税及び事業 

税 
 73,801 116,015 

法人税等調整額  △16,356 57,444 2.5 △13,708 102,306 2.8

中間（当期）純利益  73,797 3.2  132,693 3.7

前期繰越利益又は前期繰

越損失（△） 
 4,446  △128,246

中間（当期）未処分利益  78,244  4,446
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（３） 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

当中間会計期間 

 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
   

税引前中間（当期）純利益  131,241 234,999 

減価償却費  56,587 104,377 

減損損失  2,704 － 

和解金  30,000 － 

固定資産除売却損益  175 1,429 

貸倒引当金の増減額 

 (減少：△) 
 △1,675 3,451 

賞与引当金の増減額 

 (減少：△) 
 22,597 1,926 

受取利息及び受取配当金  △2,320 △4,776 

支払利息  28,447 61,097 

売上債権の増減額  

 (増加：△) 
 △48,566 △27,644 

たな卸資産の増減額 

 (増加：△) 
 △2,100 3,512 

仕入債務の増減額  

 (減少：△) 
 77,789 23,803 

前払費用の増減額  

 (増加：△) 
 12,553 △9,885 

未払金の増減額   

 (減少：△) 
 13,398 37,635 

未払消費税等の増減額 

(減少：△) 
 △18,737 20,905 

その他  1,829 26,252 

小計  303,925 477,085 

利息及び配当金の受取額  0 6 

利息の支払額  △30,775 △59,750 

法人税等の支払額  △116,014 △736 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 157,135 416,605 
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当中間会計期間 

 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
   

   有形固定資産の売却収入  180 95 

有形固定資産の取得による

支出 
 △536,166 △140,491 

無形固定資産の取得による

支出 
 △1,087 △958 

   投資有価証券の取得による

支出 
 △623 － 

   営業譲受による支出  △14,245 － 

差入保証金の差入による 

支出 
 △1,161 △121,217 

差入保証金の返還による 

収入 
 13,902 22,364 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △539,201 △240,206 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
   

      短期借入金純増減額 

    (減少額：△) 
 － △200,000 

長期借入金の借入れによる

収入 
 1,350,000 600,000 

長期借入金の返済による 

支出 
 △379,342 △1,145,282 

株式の発行による収入  － 20,000 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 970,658 △725,282 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

  (減少額：△)      
 588,592 △548,883 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 647,467 1,196,351 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間 

期末（期末）残高 
※ 1,236,059 647,467 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

（１）有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算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）を採用し

ております。 

（２）たな卸資産 

   商品 

総平均法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

（１）有価証券 

───── 

 

 

 

 

 

（２）たな卸資産 

      同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

（１）有形固定資産 

  定率法(ただし、建物(附属設備を除

く)については定額法)を採用しており

ます。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建 物  15～38年 

  構 築 物  10～20年 

  車両運搬具  ４～６年 

  工具器具備品  ３～６年 

（２）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  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)に基づいております。 

（１）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

（１）貸倒引当金 

同左 

 （２）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、

当中間会計期間に負担すべき支給見込

額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。 
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項目 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には特例処

理を採用しております。 

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当中間会計期間にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。 

   ヘッジ手段･･･金利スワップ 

   ヘッジ対象･･･借入金 

(３)ヘッジ方針 

   金利リスクの低減並びに金融収支

改善のため、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

   特例処理を採用しているため、有

効性の評価は省略しております。 

(１)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。 

   ヘッジ手段･･･金利スワップ 

   ヘッジ対象･･･借入金 

(３)ヘッジ方針 

同左 

 

 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び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

取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当中間会計期間より、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。これにより税引前中間純利益は2,192千円減

少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中間財

務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除して

おります。 

───── 

 

－12－ 



 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度末 

（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                  443,834千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                 396,331千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

    建   物        602,693千円 

    土   地        126,308千円 

    差入保証金        144,608千円  

      合計           873,610千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

     １年以内返済予定の 

長期借入金        141,040千円 

        長期借入金         697,945千円 

    保 証 債 務        239,558千円  

合計         1,078,543千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

    建   物        618,456千円 

    土   地        126,308千円 

    差入保証金        143,842千円  

      合計          888,607千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    １年以内返済予定の 

長期借入金        138,265千円 

長期借入金         768,465千円 

    保 証 債 務        247,633千円  

合計        1,154,363千円 

３．偶発債務 

       当社の所有する建物の地主について、金融機関

からの借入に対して次の債務保証を行っておりま

す。 

    保井 一好        239,558千円 

    なお、上記保証については、地主の所有する土

地及び当社の所有する建物 133,934千円が担保に

供されております。 

３．偶発債務 

    当社の所有する建物の地主について、金融機関

からの借入に対して次の債務保証を行っておりま

す。 

    保井 一好        247,633千円 

    なお、上記保証については、地主の所有する土

地及び当社の所有する建物 137,316千円が担保に

供されております。 

※４．消費税等の取扱い 

     仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※４．              ───── 
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（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息            2,320千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息          28,447千円 

※３．特別損失のうち主要なもの 

    減損損失           2,704千円 

    和解金            30,000千円 

４．減価償却実施額 

    有形固定資産        52,182千円 

     無形固定資産         1,207千円 

※５．減損損失 

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

場所 用途 種類 
金額 

（千円） 

名古屋市 

西区 
葬儀会館 

工具器具備

品・リース資

産等 

  2,704

  当社は、葬儀会館を独立したキャッシュ・フローを生

み出す最小単位とみなしております。 

  上記資産グループにおいては、会館損益の継続的な悪

化が生じているため、その帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（2,704千円）として特

別損失に計上しております。その内訳は、有形固定資産

その他（工具器具備品等）996千円、無形固定資産156

千円、リース資産1,550千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、残存価額を基礎に評価しておりま

す。 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息            4,776千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息          61,097千円 

※３．              ───── 

 

 

４．減価償却実施額 

    有形固定資産        97,501千円 

     無形固定資産          501千円 

※５．              ───── 

  

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在）

   現金及び預金勘定と現金及び現金同等物の額は一

致しております。 

同左 
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（リース取引関係） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

 

取 得 価

額 相 当

額 

（千円） 

減 価 償

却 累 計

額 相 当

額 

（千円） 

減 損 損

失 累 計

額 相 当

額 

(千円） 

中 間 期

末 残 高

相  当 

額 

（千円）

建 物 315,000 103,586 － 211,413

有形固

定資産

その他 

83,592 57,048 1,550 24,992

無形固

定資産 
62,454 56,452 － 6,002

合計 461,047 217,087 1,550 242,409

  

 

 

取得価額

相 当 額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当 額 

（千円） 

期末残高

相 当 額 

（千円）

建 物 315,000 95,454 219,545

有形固定資産

その他 
80,343 49,998 30,345

無形固定資産 64,287 51,917 12,370

合計 459,631 197,370 262,260

  

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額  

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１ 年 内 24,244千円

１ 年 超 299,572千円

合計 323,816千円

  

１ 年 内 30,725千円

１ 年 超 305,406千円

合計 336,132千円
 

   リース資産減損勘定の残高       1,200千円  

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

 

支 払 リ ー ス 料 43,094千円

リース資産減損勘定の取崩額 350千円

減価償却費相当額 23,954千円

支払利息相当額 25,117千円

減損損失 1,550千円

  

 

支 払 リ ー ス 料 83,591千円

減価償却費相当額 45,253千円

支払利息相当額 51,069千円

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 623 606 △16 

合計 623 606 △16 

 

前事業年度末（平成17年９月30日） 

 当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、特例処

理を適用しておりますので、注記の対象から除いており

ます。 

同左 

 

 

（持分法損益等） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項

はありません。 

同左 
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（１株当たり情報） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 59,312.76円 

１株当たり中間純利益金額 8,785.38円 

  

 

１株当たり純資産額 50,529.39円 

１株当たり当期純利益金額 16,027.70円 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

 （注） １株当たり中間（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。 

 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

中間（当期）純利益（千円） 73,797 132,693 

普通株主に帰属しない金額（千円）         －         － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 73,797 132,693 

期中平均株式数（株） 8,400 8,279 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権(新株予約権の数

1,000個)。  

同左 
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

当社株式は名古屋証券取引所の承認を得て平成18年

６月２日にセントレックス市場に上場しております。

上場にあたり、平成18年４月28日及び平成18年５月15

日開催の取締役会において下記のとおり新株式の発行

を決議し、平成18年６月１日に払込が完了いたしまし

た。 

この結果、平成18年６月１日付で資本金は556,000千

円、発行済株式総数は10,400株となっております。 

 

(1) 募集の方法 ブックビルディング方

式による一般募集 

(2) 種類 普通株式

(3) 発行数 2,000株

(4) 発行価格 １株につき175,000円

(5) 引受価額 １株につき162,750円

(6) 発行価額 １株につき136,000円

(7) 資本組入額 １株につき68,000千円

(8) 発行価額の総額 272,000千円

(9) 払込金額の総額 325,500千円

(10) 資本組入額の総額 136,000千円

(11) 申込期日 平成18年５月31日

(12) 払込期日 平成18年６月１日

(13) 配当起算日 平成18年４月１日

(14) 資金使途 全額借入金返済に充当

する予定であります。
 

１ 平成17年11月17日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、下記のとおり総額900,000千円の借入を実施して

おります。 

 

(1) 借入先 株式会社十六銀行、株式会

社静岡銀行、株式会社北陸

銀行、株式会社ＵＦＪ銀行

(2) 年利 年1.5％～1.6％

(3) 返済方法 元金均等返済

(4) 借入日 平成17年11月25日及び30日

(5) 返済期限 平成22年10月31日から平成

22年11月30日 

(6) 資金の使途 葬儀会館取得等の設備資金

及び運転資金 

(7) 担保提供資産 

及び保証の内容

無担保・無保証のためあり

ません。 

 

２ 平成17年３月25日に亡くなった従業員について、業

務に起因するものとして、平成18年２月21日付で遺族

より慰謝料等の請求の通知を受けました。平成18年３

月30日の取締役会において、早期解決を図るため、示

談交渉に応じる旨を決議すると同時に、代表取締役か

ら和解金70,000千円の負担の申し出を受け入れ、当社

は、平成18年４月17日に和解金100,000千円のうち

30,000千円を支払いました。 

 

－18－ 



 

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)  受注実績 

該当事項はありません。 

 

(3)  販売実績 

当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。 

 

事業部門別 

当中間会計期間 

（千円） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年３月31日）

前事業年度 

（千円） 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

葬祭事業 2,289,803 3,612,240 － 

フランチャイズ事業 19,198 4,800 － 

合計 2,309,002 3,617,040 － 

  （注）１．金額は販売価格によっております。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(4)  葬儀請負の状況 

 当事業年度の地域別葬儀請負施行件数の状況は、次のとおりであります。 

 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 
地域 

会館数 施行件数（件） 会館数 施行件数（件） 

名古屋市内 14 1,249 13 1,974 

名古屋市近郊市町村 5 316 4 433 

合計 19 1,565 17 2,407 

  （注）１．当社は当中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりま

せん。 

 

 

以上 
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