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平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要    平成１８年１１月８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１１月 ８日     中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  平成１８年１２月 ５日     単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 
 
１．１８年９月中間期の業績（平成１８年 ４月 １日～平成１８年 ９月３０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 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円   ％
3,566（△ 5.9）
3,790（   3.9）

百万円   ％
304（△29.1）
430（  95.5）

百万円   ％
407（△27.2）
560（  58.9）

18年 3月期 8,193 1,210 1,352 
 
 

中 間 (当 期) 純 利 益 
1株当たり中間 
(当期)純利益 

 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円   ％
258（ 213.6）
82（△66.5）

円  銭
17   63 
5  63 

18年 3月期 601 40  42 
（注） ① 期中平均株式数 18年9月中間期 14,651,250株 17年9月中間期 14,636,111株 18年3月期 14,632,640株

 ② 会計処理の方法の変更 無 
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間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) 財政状態                                （百万円未満切り捨て) 

 総 資 産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 
 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円 
17,329 
17,171 

百万円
8,991 
8,442 

％ 
51.9 
49.2 

円  銭
613  30 
576  02 

18年 3月期 17,507 8,847 50.5 604  00 
（注） ① 期末発行済株式数 18年9月中間期 14,661,020株 17年9月中間期 14,656,000株 18年3月期 14,631,220株

 ② 期末自己株式数 18年9月中間期 5,980株 17年9月中間期 11,000株 18年3月期 35,780株

 
２．１９年３月期の業績予想（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 

 
通 期 

百万円
8,482 

百万円
1,305 

百万円 
743 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 50円 79銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年 3月期 6.00 7.00 13.00 

19年 3月期（実績） 7.00 － 

19年 3月期（予想） － 7.00 
14.00 

 

※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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７．個別中間財務諸表等 

（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間 
期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部） 
 

 
 

  

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金  2,181,496 2,633,066 451,570 2,805,425

２．売掛金  98,824 87,843 △10,980 105,741

３．たな卸資産  88,723 88,294 △429 80,309

４．繰延税金資産  59,644 54,454 △5,190 59,946

５．その他  129,525 124,022 △5,502 85,159

貸倒引当金  △1,130 △830 300 △1,010

流動資産合計   2,557,084 14.9 2,986,850 17.2 429,766 3,135,571 17.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※2   

(1）建物 ※3 4,803,354 4,526,161 △277,193 4,639,801

(2）土地 ※3 5,922,615 5,922,153 △461 5,922,153

(3）その他  372,529 395,576 23,046 361,489

有形固定資産合計   11,098,499 64.6 10,843,891 62.6 △254,607 10,923,444 62.4

２．無形固定資産   45,191 0.3 43,810 0.3 △1,381 34,128 0.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  70,142 58,735 △11,407 72,040

(2）関係会社株式  2,356,868 2,356,868 － 2,356,868

(3）繰延税金資産  319,082 267,264 △51,817 260,079

(4）その他  734,016 781,582 47,565 734,954

貸倒引当金  △9,300 △9,300 － △9,300

投資その他の資産

合計 
  3,470,809 20.2 3,455,150 19.9 △15,659 3,414,642 19.5

固定資産合計   14,614,500 85.1 14,342,852 82.8 △271,648 14,372,215 82.1

資産合計   17,171,584 100.0 17,329,703 100.0 158,118 17,507,787 100.0

    

 
 



 

 

 

- 39 -

 

 

 
 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

対前中間 
期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  270,767 230,596 △40,171 299,662

２．１年以内に返済予

定の関係会社長

期借入金 

※1,3 120,000 120,000 － 120,000

３．未払法人税等  169,038 125,396 △43,642 379,946

４．役員賞与引当金  － 4,800 4,800 －

５．その他  525,480 475,546 △49,933 420,790

流動負債合計   1,085,286 6.3 956,339 5.5 △128,947 1,220,399 7.0

Ⅱ 固定負債    

１．関係会社長期借入

金 
※1,3 7,340,000 7,220,000 △120,000 7,280,000

２．退職給付引当金  － 1,408 1,408 －

３．役員退職慰労引当

金 
 304,095 160,349 △143,746 160,349

固定負債合計   7,644,095 44.5 7,381,758 42.6 △262,337 7,440,349 42.5

負債合計   8,729,382 50.8 8,338,097 48.1 △391,285 8,660,749 49.5

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   785,518 4.6 － － － 785,518 4.5

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,838,393 － － 2,838,393

資本剰余金合計   2,838,393 16.5 － － － 2,838,393 16.2

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  27,619 － － 27,619

２．任意積立金  4,705,000 － － 4,705,000

３．中間（当期）未処

分利益 
 75,429 － － 499,205

利益剰余金合計   4,808,048 28.0 － － － 5,231,824 29.9

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  17,990 0.1 － － － 19,117 0.1

Ⅴ 自己株式   △7,747 △0.0 － － － △27,814 △0.2

資本合計   8,442,202 49.2 － － － 8,847,038 50.5

負債資本合計   17,171,584 100.0 － － － 17,507,787 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間 
期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 785,518 4.5 － － －

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  － 2,838,393 － －

資本剰余金合計   － － 2,838,393 16.4 － － －

３.利益剰余金    

（1）利益準備金  － 27,619 － －

（2）その他利益剰余金    

別途積立金  － 5,085,000 － －

繰越利益剰余金  － 252,986 － －

利益剰余金合計   － － 5,365,605 31.0 － － －

４．自己株式   － － △4,648 △0.0 － － －

株主資本合計   － － 8,984,867 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評

価差額金 
  － － 6,737 － － －

評価・換算差額等合

計 
  － － 6,737 0.0 － － －

純資産合計   － － 8,991,605 51.9 － － －

負債純資産合計   － － 17,329,703 100.0 － － －
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（2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前中間 
期比 

前事業年度の要約損益計算書 
（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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,790,468 100.0 3,566,150 100.0 △224,317 8,193,533 100.0

Ⅱ 売上原価   2,935,004 77.4 2,819,617 79.1 △115,387 6,163,151 75.2

売上総利益   855,463 22.6 746,533 20.9 △108,930 2,030,382 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  425,442 11.2 441,557 12.4 16,115 820,116 10.0

営業利益   430,021 11.4 304,975 8.5 △125,045 1,210,265 14.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  196,524 5.2 194,270 5.5 △2,254 284,927 3.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  66,479 1.8 91,632 2.6 25,153 142,682 1.7

経常利益   560,067 14.8 407,612 11.4 △152,454 1,352,511 16.5

Ⅵ 特別利益 ※3  250 0.0 219 0.0 △30 150,964 1.8

Ⅶ 特別損失 ※4,6  463,720 12.2 4,383 0.1 △459,336 477,669 5.8

税引前中間（当期）

純利益 
  96,596 2.6 403,448 11.3 306,851 1,025,806 12.5

法人税、住民税及

び事業税 
 182,541 138,311 △44,230 534,877

法人税等調整額  △168,317 14,224 0.4 6,779 145,090 4.1 175,096 △110,387 424,490 5.2

中間（当期）純利

益 
  82,372 2.2 258,357 7.2 175,985 601,316 7.3

前期繰越利益   1,940 － － 1,940

中間配当額   － － － 87,936

自己株式処分差損   8,883 － － 16,116

中間（当期）未処

分利益 
  75,429 － － 499,205
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（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

資本  

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金

利益剰余

金合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
785,518 2,838,393 2,838,393 27,619 4,705,000 499,205 5,231,824 △27,814 8,827,920

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て  380,000 △380,000 － －

剰余金の配当  △102,418 △102,418 △102,418

役員賞与  △9,800 △9,800 △9,800

中間純利益  258,357 258,357 258,357

自己株式の処分  △12,357 △12,357 23,165 10,808

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 
   

中間会計期間中の変動額合

計        （千円） 
－ － － － 380,000 △246,218 133,781 23,165 156,947

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
785,518 2,838,393 2,838,393 27,619 5,085,000 252,986 5,365,605 △4,648 8,984,867

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価･換算 

差額等合計

純資産 

合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 19,117 19,117 8,847,038

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積み立て  －

剰余金の配当  △102,418

役員賞与  △9,800

中間純利益  258,357

自己株式の処分  10,808

株主資本以外の項目の中間会計

期間の変動額（純額） 
△12,379 △12,379 △12,379

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
△12,379 △12,379 144,567

平成18年９月30日 残高（千円） 6,737 6,737 8,991,605

（注）平成18年６月28日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(イ）有価証券 (イ）有価証券 (イ）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 (1）子会社及び関連会社株式 (1）子会社及び関連会社株式 (1）子会社及び関連会社株式

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 ａ．時価のあるもの ａ．時価のあるもの ａ．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

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定しております。） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部純資

産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。）

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。） 

 ｂ．時価のないもの ｂ．時価のないもの ｂ．時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

同左 同左 

 (ロ) たな卸資産 (ロ) たな卸資産 (ロ) たな卸資産 

 (1）商品及び原材料 (1）商品及び原材料 (1）商品及び原材料 

  商品のうち、仏壇・仏像に

ついては個別法による原価

法を、その他の商品及び原材

料については移動平均法に

よる原価法を採用しており

ます。 

同左 同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 同左 

(イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産 ２.固定資産の減価償却の方

法  定率法（平成10年４月１日以

降取得した建物（附属設備は除

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

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、３年間均等償却によ

っております。 

同左 同左 

 （主な耐用年数） （主な耐用年数） （主な耐用年数） 

 建物       ３～50年 建物       ３～50年 建物       ３～50年

 構築物      10～45年 構築物      10～45年 構築物      10～45年

 車両運搬具    ２～６年 車両運搬具    ２～６年 車両運搬具    ２～６年

 器具備品     ２～29年 器具備品     ２～29年 器具備品     ２～29年

 (ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産 

  定額法によっております。  定額法によっております。  定額法によっております。 

 なお、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

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） 

なお、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

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） 

 自社利用のソフトウェア５年 自社利用のソフトウェア５年

 その他        15年 その他        15年

 

（主な耐用年数） 

自社利用のソフトウェア５年

その他        15年

 なお、自社利用のソフトウェ

アの耐用年数は、社内における

利用可能期間に基づくものであ

ります。 

 また、自社利用のソフトウェ

アの耐用年数は、社内における

利用可能期間に基づくものであ

ります。 

 

 また、自社利用のソフトウェ

アの耐用年数は、社内における

利用可能期間に基づくものであ

ります。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (ハ）長期前払費用 

 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）       (ハ)長期前払費用 

 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。 

３．引当金の計上基準 (イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 

  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。

同左 同左 

 (ロ）        (ロ）役員賞与引当金 (ロ）        

  役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

の当中間会計期間負担額を計上

しております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。こ

れによリ、営業利益、経常利益、

及び税引前中間純利益は4,800  

千円減少しております。 

 

 (ハ）退職給付引当金 (ハ）退職給付引当金 (ハ）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

当中間会計期間末において

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。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

（追加情報） 

平成13年６月成立の確定拠出

年金法に基づき、平成18年６月

１日より従来の適格年金制度か

ら、その一部を確定拠出年金制

度に、残りを退職一時金制度に

移行し、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を適

用しております。 

本移行に伴う損益への影響額

は、軽微であります。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当期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。 

 当会計期間末においては、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。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (ニ）役員退職慰労引当金 (ニ）役員退職慰労引当金 (ニ）役員退職慰労引当金 

 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期末要支給額を計上してお

ります。 

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、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。 

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、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。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ４．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。 

 なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は、相殺のうえ、流動

負債の「その他」に含めて表示

しております。 

同左  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。 
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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 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（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

452,012千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

産の金額から減価償却累計額に含めて間

接控除しております。 

     （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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、税引前当期純利益が

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

正後の財務諸表等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。 

      （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）  

 当中間会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

  従来の資本の部の合計に相当する金

額は、8,991,605千円であります。 

  なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．関係会社長期借入金 ※１．関係会社長期借入金 ※１．関係会社長期借入金 

 関係会社長期借入金のうち 

7,000,000千円は、関係会社㈱へいあん

の互助会会員の冠婚葬祭の施行を保証

し、施行に際し当社所有の施設を使用

する契約（施行保証及び施設利用契約）

に基づき、同社より受け入れた預かり

保証金であり、金融商品に係る会計基

準に基づき処理しております。 

 関係会社長期借入金のうち 

7,000,000千円は、関係会社㈱へいあん

の互助会会員の冠婚葬祭の施行を保証

し、施行に際し当社所有の施設を使用

する契約（施行保証及び施設利用契約）

に基づき、同社より受け入れた預かり

保証金であり、金融商品に係る会計基

準に基づき処理しております。 

 関係会社長期借入金のうち 

7,000,000千円は、関係会社㈱へいあん

の互助会会員の冠婚葬祭の施行を保証

し、施行に際し当社所有の施設を使用

する契約（施行保証及び施設利用契約）

に基づき、同社より受け入れた預かり

保証金であり、金融商品に係る会計基

準に基づき処理しております。 

※２．有形固定資産 ※２．有形固定資産 ※２．有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却累計額は

5,888,023千円であります。 

なお、減価償却累計額には、減損損

失累計額452,012千円が含まれており

ます。 

 有形固定資産の減価償却累計額は 

6,273,090千円であります。 

なお、減価償却累計額には、減損損

失累計額451,420千円が含まれており

ます。 

 有形固定資産の減価償却累計額は

6,020,278千円であります。 

なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額451,985千円が含まれておりま

す。 

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 
  
土地 5,546,601 千円 

建物 3,370,739 千円 

計 8,917,340 千円 
  

  
土地 5,546,139千円

建物 3,143,325千円

計 8,689,465千円
  

  
土地 5,546,139千円

建物 3,250,994千円

計 8,797,134千円
  

 上記資産に対して根抵当権（極度額 

625,000千円）及び抵当権を設定し、関

係会社長期借入金（一年以内返済予定

のものを含む）7,460,000千円の担保に

供しております。 

 上記資産に対して根抵当権（極度額

625,000千円）及び抵当権を設定し、関

係会社長期借入金（一年以内返済予定の

ものを含む）7,340,000千円の担保に供

しております。 

 上記資産に対して根抵当権（極度額

625,000千円）及び抵当権を設定し、関

係会社長期借入金（一年以内返済予定

のものを含む）7,400,000千円の担保に

供しております。 

４．偶発債務 ４．偶発債務 ４．偶発債務 

 関係会社（株）へいあんが割賦販売

法第18条の３に基づき前受金保全措置

として講じている保証会社との契約

（前受業務保証金供託委託基本契約）

において、以下の金額を限度として連

帯保証を行っております。 

 関係会社（株）へいあんが割賦販売

法第18条の３に基づき前受金保全措置

として講じている保証会社との契約

（前受業務保証金供託委託基本契約）

において、以下の金額を限度として連

帯保証を行っております。 

 関係会社（株）へいあんが割賦販売

法第18条の３に基づき前受金保全措置

として講じている保証会社との契約

（前受業務保証金供託委託基本契約）

において、以下の金額を限度として連

帯保証を行っております。 

互助会保証（株）  3,500,000千円 互助会保証（株）  2,500,000千円 互助会保証（株）  3,500,000千円 
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（中間損益計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  

受取利息 3,457 千円 

受取配当金 115,472 千円 

関係会社経営指導
料 9,900 千円 

関係会社賃貸収入 23,667 千円 

関係会社業務受託
収入 27,820 千円 

  

  
受取利息 3,200千円

受取配当金 109,489千円

関係会社経営指導
料 9,900千円

関係会社賃貸収入 23,667千円

関係会社業務受託
収入 28,631千円

  

  
受取利息 6,721千円

受取配当金 115,472千円

関係会社経営指導
料 19,800千円

関係会社賃貸収入 47,157千円

関係会社業務受託
収入 55,637千円

  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 58,193 千円 
  

  
支払利息 84,084千円

  

  
支払利息 121,103千円

  
※３．           ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 
  

   
  

  
固定資産売却益 39千円

  

  
固定資産売却益 594千円

  
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
  

固定資産除却損 11,708 千円 

減損損失 452,012 千円 
  

  
固定資産除却損 4,383千円

  
  

  
固定資産除却損 25,657千円

減損損失 452,012 千円
  

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 
  

有形固定資産 241,672 千円 

無形固定資産 3,709 千円 
 

  
有形固定資産 216,084千円

無形固定資産 3,639千円
 

  
有形固定資産 485,626千円

無形固定資産 7,627千円
  

※６．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。 

 

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 

 当社は、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は、店舗損

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。 

 

※６．                

 

※６．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上い

たしました。 

 

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 

当社は、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は、店舗損

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。 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式数の減少29千株株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の割当によ

る減少であります。 

 

 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

 

 前事業年度末株式

数（千株） 

当中間会計期間増

加株式数（千株） 

当中間会計期間減

少株式数（千株） 

当中間会計期間末

株式数（千株） 

普通株式数（注） 35 ― 29 5 

合計 35 ― 29 5 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 576円 02 銭

１株当たり中間純利益金額 5円 63 銭

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額 
5円 61 銭

 

  

１株当たり純資産額 613円 30 銭

１株当たり中間純利益金額 17円 63 銭

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額 
17円 63 銭

 

  

１株当たり純資産額 604円 00 銭

１株当たり当期純利益金額 40円 42 銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額 
40円 33 銭

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、下記のと

おりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 82,372 258,357 601,316 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 9,800 

（うち利益処分による役員賞与金） － － （9,800）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円） 
82,372 258,357 591,516 

期中平均株式数（株） 14,636,111 14,651,250 14,632,640 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数（株） 38,934 5,543 34,199 

（うち新株予約権） （38,934） （5,543） （34,199）
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は、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金制度の

廃止を決定いたしました。 

この役員退職慰労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、同額を当事業年度

に特別利益として計上いたします。 

 

     

 

     

 

 

 

 

（その他） 

平成18年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（1）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・ 102,627千円 

（2）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・ ７円00銭 

（3）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・ 平成18年12月５日 

（注）平成18年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払を行ないます。 

 


