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平成２０年３月期 決算短信 

 平成20年５月９日 
上 場 会 社 名  平安レイサービス株式会社      上場取引所：ＪＱ 
コ ー ド 番 号  ２３４４              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 合 せ 先 責 任 者  （役職名）取締役管理本部長   （氏名）片野  洋   ＴＥＬ（0463）34-2771 
定時株主総会開催予定日   平成20年６月25日      配当支払開始予定日  平成20年６月26日 
有価証券報告書提出予定日  平成20年６月26日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
(1) 連結経営成績                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年3月期 9,189 7.7 1,444 45.8 1,633 43.1 828 46.5

19年3月期 8,529 △5.4 991 △24.1 1,141 △22.0 565 △8.5

 

 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

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年3月期 56 91 － － 8.4 6.1  15.7  

19年3月期 38 68 38 67 6.0 4.3  11.6  

(参考) 持分法投資損益      平成20年3月期    －百万円  平成19年3月期    －百万円 
 
(2) 連結財政状態                       

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円   銭

20年3月期 27,172  10,109 37.2  694 28

19年3月期 26,491  9,510 35.9  653 11

(参考) 自己資本      平成20年3月期     10,109百万円  平成19年3月期     9,510百万円 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                

 
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 
20年3月期 1,463  △2,254 △203 3,315 

19年3月期 1,242  △1,329 △259 4,310 

 
２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
配当金総額
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年3月期 7 00 7 00 14 00 204 36.2 2.2 
20年3月期 7 00 8 00 15 00 218 26.4 2.2 
21年3月期 
（予想） 

11 00 8 00 19 00 32.9 

 
３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期 
連結累計期間 

4,374 1.5 431 △16.2 504 △17.1 258 △6.1 17 77

通 期 9,557 4.0 1,463 1.3 1,607 △1.6 840 1.4 57 75
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の移動)  ：無 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
  (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に記載されるもの) 

① 会計基準等の改正に伴う変更  ：有 
② ①以外の変更         ：無 
〔(注) 詳細は、25ページ｢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｣をご覧ください〕 

 
(3) 発行済株式数(普通株式) 
 ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  20年３月期 14,667,000株 19年３月期 14,667,000株 
 ② 期末自己株式数           20年３月期   105,980株 19年３月期   105,980株 
  
(参考) 個別業績の概要 
１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
(1) 個別経営成績                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年3月期 8,254 7.6 1,301 39.9 1,408 35.8 780 39.4 

19年3月期 7,669 △6.4 930 △23.2 1,036 △23.3 560 △6.8 

 

 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

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年3月期 53 63 － － 8.3 7.9  15.8

19年3月期 38 29 38 29 6.2 5.9  12.1

 
(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円   銭

20年3月期 18,110  9,650 53.3  662 77

19年3月期 17,622  9,093 51.6  624 48

(参考) 自己資本      平成20年3月期    9,650百万円     平成19年3月期   9,093百万円 
 
２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期
累計期間 

3,912 1.8 409 △15.0 539 △7.9 338 △3.2 23 26

通 期 8,609 4.3 1,291 △0.8 1,422 1.0 790 1.2 54 28
 
 

 

 

 
 

※ 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 

平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の予想は、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．経営成績 
 
(1) 経営成績に関する分析 
 

(a) 当期の経営成績 
当連結会計年度の我が国経済は、企業部門の収益は弱含みとなっており、個人消費はおおむね横

ばいとなっております。国内景気においてはこの所足踏み状態が続いております。 

このような状況下、冠婚事業におきましては、邸宅型バンケットホールのコンセプトである、オ

ンリーワンの良さを実現するために、貸し切り感を生かしてサービス品質のレベルアップによる感

動空間を充実させております。また、フロントマンの訓練強化に努め、婚礼を中心に据えながら、

祝儀関連売上の増進を図っております。さらに、ローコストオペレーションを推進するために、担

当部門の垣根を越えたマルチジョブ化を強化し続けております。葬祭事業を取巻く環境におきまし

ては、死亡人口の予測推移から見ると市場規模は拡大傾向にありますが、会葬者の減少傾向及び、

葬儀の小規模化による影響のため、１件単価は下落傾向が続き、実質市場規模は横ばいとなってお

ります。当社では、生前相談に注力し、お客様のニーズを捉えるためのカウンセリング接遇により

信頼を築き、お客様の想いやこだわりを形にしたご提案をさせて頂いております。また、パソコン

受注システム強化により、打合せ内容の正確性とビジュアル化とともに、明瞭性を高め、発注業務

の自動化による合理化と、労務効率の向上を図っております。さらに、葬儀後のグリーフワーク支

援として、「こもれびの会」の活動も着実に軌道に乗り定期的な活動を続けております。 

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、結婚式場業の平成19年売上高は、205,720百万円（前年比0.7％増）、組数は73,040組（前年比

3.2％減）であります。葬儀業の平成19年売上高は、485,960百万円（前年比2.5％増）、件数は321,721

件（前年比3.2％増）であります。 

そのような中で、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）では、さらなる品質の向上と

ローコストマネージメントの両立に取り組んで参りました結果、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7.7％増加の9,189,313千円、経常利益は、前連結会計年度比43.1％

増加し1,633,476千円となり、経常利益段階で増収増益となりました。 

また、特別損失161,424千円を計上し、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比45.1％増

加し1,472,491千円、当期純利益は、前連結会計年度比46.5％増加し828,672千円となりました。 

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、施行組数の減少により売上高は、前連結会計年度比1.3％減少の993,060千円となり、

営業費用については前連結会計年度比6.7％減少の853,603千円となり、営業利益は、前連結会計年

度比53.6％増加の139,456千円となりました。 

 

② 葬祭事業 

当事業では、全エリアにおきまして施行件数が増加したため、売上高は前連結会計年度に比べ増

加いたしました。また、全施行数に対する影響は少ないものの、町田地区の施行件数が増加し、平

成18年12月小田原地区にオープンいたしました「湘和礼殯館栢山」も通年稼動し順調に施行件数を

伸ばしております。しかしながら、１件単価は前連結会計年度に比べ下落しております。 

施設面では、既存施設で藤沢地区の1会館を、１日２件施行施設としては初めて、礼殯館コンセ

プトに基づいたリニューアルを行いました。新規設備投資においては３拠点目の邸宅型貸切葬儀式

場として、平成20年２月相模原市淵野辺に「湘和礼殯館淵野辺」をオープンいたしました。ご自宅

のようなおもてなしと全員参加型のコンセプトを徹底し、地域密着型のエンドユーザーに向けて地

域に密着した営業活動と効果的な広告宣伝活動によって店舗の認知浸透を強化してまいります。 

    また、品質を落とさず保存性も高い設備として、前連結会計年度に導入いたしました急速冷凍機

及び鮮度保持庫により、計画生産が軌道に乗り始めております。その結果、労務効率の向上と予備

食材等の廃棄量低減などで原価率を良化させております。併せて、労務の効率化はサービス強化に

つながり、お客様の面前でのライブキッチンを可能にし、顧客満足度を向上させております。 

以上により、売上高は前連結会計年度比9.6％増加の7,345,411千円、営業費用は前連結会計年度

比5.7％増加の5,311,809千円となりました。これらの結果営業利益は、前連結会計年度比21.1％増

加の2,033,602千円となりました。 
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③ 互助会事業 

当事業では、加入者様の利用数増加により、売上高は前連結会計年度比6.4％増加の299,504千円

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4,298千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20.5％増加の131,633千円となりました。 

 

④ その他の事業 

当事業では、介護事業が平成18年8月に開設したウィズリビング「へいあん亀井野」、平成18年9

月に開設したグループホーム「へいあん小和田」がそれぞれ通年稼動となったことにより、売上高

は前連結会計年度比4.1％増加の836,963千円となりました。営業費用では、両施設の通年稼動によ

る労務費の増加により、前連結会計年度比1.6％増加の828,574千円となり、営業利益は8,389千円

（前連結会計年度11,441千円営業損失）となりました。 

 

(b) 次期の見通し 

次期経営活動は、特に後述３．経営方針の(３)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(４)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。 
通年の業績見通しにつきましては、売上高9,557百万円、経常利益1,607百万円、当期純利益840

百万円を予定しております。 
 

(2) 財政状態に関する分析 
 

当連結会計年度末の総資産は、長期前払式特定取引前受金の保全方法の変更、冠婚施設及び介護
事業資産の減損損失により前連結会計年度末比681,129千円増加の27,172,871千円となりました。 

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度と比較し大きな変動はなく17,063,475千円と
なりました。 

純資産は、利益剰余金が増加したことにより598,821千円増加し10,109,396千円となりました。 
  
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1,472,491千円（前年同期比45.1％増加）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方法の変更による長期性預金が増加した結果、前連結会計年度に比べて

994,727千円減少し、3,315,595千円となりました。 

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、次の通りであります。 

（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1,463,581千円（前年同期比17.8％増加）

となりました。 

これは、主に税金等調整前当期純利益1,472,491千円、減価償却費497,101千円及び減損損失56,683

千円を計上する一方で、法人税等の支払600,470千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2,254,454千円（前年同期比69.6％増加）

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

及び収入の純額6,592,603千円の資金の流出は、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ます。一方で、設備投資に使用した資金は有形固定資産の

取得410,563千円であり、その主な内訳は、「湘和礼殯館淵野辺」の新規開業78,315千円、小田原

市の賃貸用店舗新設32,726千円、「湘和会堂鵠沼」の改修費用83,503千円、茅ヶ崎会堂、カルチャ

ーＢＯＮＤＳ平塚の改修費用14,324千円及び車両の取得29,889千円であります。 

（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203,854千円（前連結会計年度259,991千

円使用）となりました。これは配当金の支払によるものであります。 
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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19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 35.9 37.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 27.8 24.3 

※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、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びイン

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。 
 
 

 
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

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 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20年３月期は前期より1円増配し、年間配当金を15円とする予定

であります。また、次期の配当につきましては、創業40周年記念配当を加え中間配当金11円、利益

配当金８円とし、通年19円を予定しております。 

 

 

（4）事業等のリスク 

 

有価証券報告書に記載した事業の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 

(a) 人口動態による業績の影響 

総務省統計局「人口推計月報」（平成20年3月確定値）、国立社会保障・人口問題研究所「日本

の将来推計人口」（平成18年12月推計）によりますと、全国の20歳～39歳の人口は、平成19年の33,798

千人から23年後の平成42年には23,453千人となり10,345千人減少（30.6％減少）すると推測されて

おります（表１）。一方、65歳以上の人口は、平成19年の27,348千人（人口総数の21.7％）から、

48年後の平成67年には、36,463千人（人口総数の43.4％）となり、9,115千人増加すると予想され

ております（表２）。 

また、高齢者の人口増加とともに平均寿命も延びております。厚生労働省「完全生命表」、国立

社会保障・人口問題研究所の「平均寿命の推移」によれば、平成20年の男性平均寿命79.19歳、女

性平均寿命86.10歳でしたが、25年後の平成45年では男性平均寿命82.14歳（2.95歳の延び）、女性

平均寿命88.90歳（2.8歳の延び）となっております。また、47年後の平成67年には男性平均寿命83.67

歳（4.48歳の延び）、女性平均寿命90.34歳（4.24歳の延び）と予測されております（表３）。 

冠婚事業に於ける利用者の年齢層は20歳～39歳が中心となっており、上記の通り、今後利用者総

数の減少が予想されます。一方で、葬祭事業に於ける利用者の中心となる高齢者総数は増加傾向に

あります。 

このように当社の事業は、冠婚事業・葬祭事業共に、将来の人口動態により、業績に影響を受け

る可能性があります。 

 

（表１）全国の20歳～39歳の人口  （表２）全国の65歳以上の人口 

 （単位：千人）  （単位：千人）

年齢 20～39歳  年齢 0～64歳 65歳～ 総人口 

2007年（平成19年） 33,798  2007年（平成19年） 98,737 27,348 126,085

2030年（平成42年） 23,453  2055年（平成67年） 47,643 36,463 84,106

 

（注）総務省統計局「人口推計月報」（平成20年３月確定値）、国立社会保障・人口問題研究所「
日本の将来推計人口」（平成18年12月推計）より抜粋。 
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（表３）仮定された平均寿命推移 

 男     性 女     性 

2008年（平成20年） 79.19歳 86.10歳 

2033年（平成45年） 82.14歳 88.90歳 

2055年（平成67年） 83.67歳 90.34歳 

 

（注）厚生労働省「完全生命表」（平成18年）、国立社会保障・人口問題研究所「平均寿命の推移
」（平成18年12月推計）より抜粋。 

 

(b) 冠婚部門・葬祭部門における施行受注件数の季節的変動について 

結婚式は利用者にとっていわゆるシーズン意識のある儀式であります。一般的には、春・秋

のシーズンといわれております。また、葬儀式では、月々の死亡者数の変化により、施行件数

に影響があります。 

平成17年神奈川県衛生統計年報表データ 人口動態の婚姻（表１）によりますと、各月の神

奈川県内市町村への婚姻届件数（この内、全てが結婚式を挙げるわけではありませんので、参

考母数として）の中では、３月が も多く6,118件となっており、婚姻届件数56,747件の約10.8％

であります。下半期では、全体の53.2％で、上半期より3,663件増となっております。また、同

データの人口動態 死亡（表２）の各月の神奈川県内市町村死亡者数の中では、1月が6,021人

となっております。これは年間死亡者総数58,529人の10.3％を占めており、下半期全体では，

全体の53.7％で、上半期より4,283人増となっております。 

従って、上記のような人口動態婚姻・死亡の推移は、月々の冠婚事業、葬祭事業の施行受注

件数の増減及び各部門の収益に影響いたします。 

 

（表１）平成17年度月別神奈川県内市町村の婚姻届件数 

年間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下半期

件
数 

56,747 4,431 4,963 4,181 5,008 3,896 4,063 26,542 4,893 5,934 5,167 3,720 4,373 6,118 30,205

比
率 

100.0% 7.8% 8.7% 7.4% 8.8% 6.9% 7.2% 46.8% 8.6% 10.5% 9.1% 6.6% 7.7% 10.7% 53.2%

（注）平成17年、平成18年神奈川県衛生統計年報表データ 人口動態の婚姻より抜粋・加工 

 

（表２）平成17年度月別神奈川県内市町村の死亡者数 

年間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下半期

人
数 

58,529 4,788 4,761 4,202 4,416 4,565 4,391 27,123 4,683 4,941 5,598 6,021 5,017 5,146 31,406

比
率 

100.0% 8.2% 8.1% 7.1% 7.5% 7.8% 7.5% 46.2% 8.0% 8.4% 9.6% 10.3% 8.7% 8.8% 53.8%

（注）平成17年、平成18年神奈川県衛生統計年報表データ 人口動態の死亡より抜粋・加工 

 

(c) 当社施設の立地・開発による業績の影響 

 当社の葬祭事業は、葬祭ホールを建築する土地等の資産の確保が必要となります。新規店舗投

資の前提条件は、原則として、お客様の利便性を重視したアクセス好条件と効率的な資本の回収

のため、主に定期借地形態としております。以上の前提や駐車場確保等の諸条件に合う候補物件

の検索に多くの時間を要する他、土地オーナーとの交渉の際、双方の採算問題以外に葬儀イメー

ジに抵抗感がある場合には、それを払拭する交渉にも時間を要します。このように、オーナーお

よび、その後の周辺住民への交渉や説明会が難航する場合、施設建設進捗の遅れ等から当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

 

(d) 法的規制について 

① 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。 
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 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他、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。主な規制内容は次のとお

りであります。 

イ．営業地域に関する規制 

事業者は新たに営業所又は代理店（以下、「営業所等」という）を設置し、営業を開始す

るにあたり、新たな営業所等ごとに一定の営業保証金を供託し、これを経済産業大臣に届出

なければなりません。これにより現在、同社の営業地域は、神奈川県西部の14市13町（注1）

となっております。 

ロ．前払式特定取引前受金の保全義務 

事業者は、消費者から受け入れた前払式特定取引前受金（連結貸借対照表の前払式特定取

引前受金に、掛金中断後一定年数を経過したため雑収入に計上した前受金の累計額等を加え

たもの）の２分の１に相当する金額を金銭及び有価証券による供託又は金融機関、指定受託

機関との保証金供託委託契約により保全しなければなりません。 

同社は前払式特定取引前受金の２分の１に相当する金額について、金銭・有価証券の供託

及び指定受託機関と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより、保全措置を講じており

ます。 

加盟事業者を指導育成する社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下、「全互協」という）

は立法の趣旨に鑑み、平成８年４月に前払式特定取引前受金の保全強化、事業者の健全性確

保を目的に、業界の自主ルールとして、平成８年３月末時点の前払式特定取引前受金残高の

７%を10年間にわたり事業者が準備金として積み立てる「前受業務保全企業内積立金制度」

を導入し、全互協に加盟する同社も平成８年４月より、これを導入し前受金保全強化に努め

ております。 

ハ．財産、収支の状況に関する規制 

経済産業大臣は事業の健全な推進と消費者保護の観点から、事業者の純資産比率（注2）

が90%未満となった場合に、事業者に対し前払式特定取引の契約締結の禁止命令を出さなけ

ればならないこととなっております。 

同様に経済産業大臣は事業者の財産及び収支の状況が著しく悪化した場合に、事業者に対

し必要な改善命令を出すことができることとなっております。割賦販売法施行規則は改善命

令の目安である収支率等を、経常収支率100%以下、流動比率80%以下、純資産比率100%以下

（注2）と定めております。また、「この法律の運用にあたっては、割賦販売等を行う中小

商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない(法第１条第２項)。」とされており、

実際には割賦販売法上の法的規制の運用は所管官庁である経済産業省により行われておりま

す。しかし、所管官庁による法的規制の運用は、諸般の事情により随時変更・撤廃される可

能性があります。 

現時点において、株式会社へいあんは割賦販売法上の改善命令を受けた事実はありません

が、仮に現在の法的規制及びその運用が変更され、それによって収支率等の改善を図る必要

性が生じた場合、当社グループの経営成績及び財産の状態に影響を与える可能性があります。 

 (注1) 藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、南足柄市、小田原市、厚木市、海老名市、座間市、

鎌倉市、綾瀬市、秦野市、伊勢原市、相模原市、逗子市、寒川町、大磯町、二

宮町、中井町、大井町、開成町、真鶴町、湯河原町、松田町、山北町、愛川町、

箱根町、葉山町 

 (注2) 経常収支率、流動比率、純資産比率は割賦販売法施行規則に定められた算出方

法によるものです。 

 ② 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
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す。 

③ 介護保険制度について 

当社の連結子会社である株式会社へいあんは、介護保険法に基づく介護事業を業務としてお

り、介護保険制度の改正等により、当グループの業績が影響を受ける可能性があります。  

また、同法および関係政省令等において、介護保険事業所の設置は指定制、更新制とされて

おり、詳細な運営基準が規定されています。従って当社が指定介護サービス事業者として適正

な運営体制を維持できなかった場合、事業所指定の取消、あるいは更新の不許可等の行政処分

を受け、業績に影響を与える可能性があります。 

(e) 顧客情報の管理について 

当社グループの事業にとって、顧客情報の流出や破壊による被害の防止は極めて重要であり

ます。 

   現在までのところ、重要な顧客データの漏洩・改ざんあるいは破壊等の発生は認識してお

りませんが、今後、顧客情報の流出により問題が発生した場合には、当社グループの事業運

営、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

 



 

平安レイサービス㈱ （2344） 平成20年3月期 決算短信 

 

 

9

２．企業集団の状況 

［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(注1)

（葬祭事業）

《互助会事業》

山大商事株式会社

《その他の事業》
（物流事業他）

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

 
 

（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。 

 

(c) 介護保険制度について 

当社の連結子会社である株式会社へいあんは、介護保険法に基づく介護事業を業務としており、

介護保険制度の改正等により、当グループの業績が影響を受ける可能性があります。  

また、同法および関係政省令等において、介護保険事業所の設置は指定制、更新制とされており、

詳細な運営基準が規定されております。  
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注１． 平成18年10月末日をもって、株式会社はないちりんは事業活動を停止しており、営業活

動は行っておりません。 

 
[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；４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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３．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Ｍ＆Ａによる営業地域拡大

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」、及びそのサブブランドである邸宅型貸切葬儀式

場の「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）目標とする経営指標 

目標とする経営指標は、連結営業利益の成長率であり、連結営業利益率目標は平均16％以上の維

持であります。 

そのために、中核である葬祭事業では、当期と同様、地域ドミナントスタイルを前提とした投資

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。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

収益拡大戦略 

① 葬祭事業営業エリアの拡大 

当期と同様、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、異業種とのフランチャイズ方式や周辺同業他社とのパートナーシップ方式、

居抜き物件からの出店、Ｍ＆Ａも視野に入れて、今後も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 

今現在起こっている会葬者数減少傾向や、こだわりある顧客のニーズに対応できる邸宅型貸切

葬儀式場「湘和礼殯館」を将来の中核ブランドとして今後も育成してまいります。 

 

③ 介護事業の促進 

訪問介護分野から、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

サービスの展開をしてまいります。 

 

生産性向上戦略 

① 効率的な設備投資 

投資バランスを小規模施設タイプに集中し、建築コスト減を図ると共に、地域ドミナントスタ

イルの出店により、人材・物流効率の 大化を図り、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、業務特性を踏まえ集約・

一元化された生花製造グループ、調理グループの計画生産により、業務効率を更に改善してまい

ります。 
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（4）会社の対処すべき課題 

当社が対処すべき課題としては、前連結会計年度と同様、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効果、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」、「湘和

礼殯館淵野辺」では広告宣伝活動や集客イベントを重点的に行うと共に、地域に密着した個人、

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、ライブキッチン、効率的運営システムを

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、感動葬儀施行を目指して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

スにも注力し、ビフォアーでは生前相談のきめ細やかなカウンセリング接遇強化、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支援を推進してまい

ります。今後は、カウンセリング接遇を全社水平展開し、トータルサービスに努めていくことに

より、すべてのお客様に安心と感動を与えるサービスの提供を推進してまいります。 

 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、平成19年５月29日付コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内

部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備」に記載のとおりであります。 
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分  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  4,401,983 4,914,810  512,827

２．売掛金  199,874  205,301  5,426

３．有価証券  699,810 5,226,225  4,526,415

４．たな卸資産  135,888 144,929  9,041

５．繰延税金資産  93,453 103,681  10,227

６．供託金  4,846,000 21,000  △4,825,000

７．その他  100,086 105,840  5,753

８．貸倒引当金  △1,096 △492  603

流動資産合計  10,476,000 39.5 10,721,295 39.5 245,295

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物及び構築物  4,829,991 4,681,978  △148,013

(2)機械装置及び運搬具  109,904 67,672  △42,232

(3)器具及び備品  191,276 165,782  △25,494

(4)土地  6,824,853 6,824,636  △217

(5)建設仮勘定  13,597 53,885  40,287

有形固定資産合計  11,969,623 45.2 11,793,954 43.4 △175,669

２．無形固定資産  41,926 0.2 39,413 0.1 △2,512

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券  1,518,456 2,023,459  505,002

(2)長期貸付金  49,790 49,790  －

(3)長期性預金  600,000 600,000   －

(4)繰延税金資産  350,871 388,235  37,363

(5)その他  1,494,373 1,567,013  72,640

(6)貸倒引当金  △9,300 △10,290  △990

投資その他の資産合計  4,004,191 15.1 4,618,208 17.0 614,016

固定資産合計  16,015,741 60.5 16,451,576 60.5 435,834

資産合計  26,491,741 100.0 27,172,871 100.0 681,129
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分  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  283,504 267,018  △16,485

２．未払法人税等  373,910 450,111  76,201

３．未払消費税等  34,561 51,928  17,366

４．役員賞与引当金  8,035 15,802  7,766

５．掛金解約手数料戻し損
失引当金 

 － 28,447  28,447

６．その他  594,695 590,615  △4,079

流動負債合計  1,294,707 4.9 1,403,923 5.2 109,216

Ⅱ 固定負債   

１．繰延税金負債  52,235 54,096  1,860

２．退職給付引当金  9,357 21,465  12,107

３．役員退職慰労引当金  133,712 130,112  △3,600

４．前払式特定取引前受金  15,490,654 15,420,716  △69,938

５．その他  500 33,162  32,662

固定負債合計  15,686,459 59.2 15,659,552 57.6 △26,907

負債合計  16,981,166 64.1 17,063,475 62.8 82,308

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  785,518 3.0 785,518 2.9 －

２．資本剰余金  2,838,393 10.7 2,838,393 10.5 －

３．利益剰余金  5,973,283 22.6 6,598,101 24.3 624,817

４．自己株式  △70,402 △0.3 △70,402 △0.3 －

株主資本合計  9,526,792 36.0 10,151,610 37.4 624,817

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

△16,217 △0.1 △42,214 △0.2 △25,996

評価・換算差額等合計  △16,217 △0.1 △42,214 △0.2 △25,996

純資産合計  9,510,575 35.9 10,109,396 37.2 598,821

負債純資産合計  26,491,741 100.0 27,172,871 100.0 681,129
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(2) 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

増  減 
（△印減） 

区分  金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  8,529,997 100.0 9,189,313 100.0 659,316

Ⅱ 売上原価  6,318,896 74.1 6,542,052 71.2 223,155

売上総利益  2,211,100 25.9 2,647,261 28.8 436,161

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,220,051 14.3 1,202,267 13.1 △17,783

営業利益  991,048 11.6 1,444,993 15.7 453,945

Ⅳ 営業外収益  165,225 1.9 206,779 2.3 41,553

１．受取利息  16,310 21,567  5,256

２．受取配当金  1,126 1,134  7

３．有価証券利息  20,977 61,906  40,928

４．掛金解約手数料  63,822 52,459  △11,363

５．その他  62,988 69,712  6,724

Ⅴ 営業外費用  14,603 0.1 18,297 0.2 3,694

１．供託委託手数料  13,205 15,207  2,001

２．その他  1,397 3,090  1,692

経常利益  1,141,671 13.4 1,633,476 17.8 491,804

Ⅵ 特別利益  90,303 1.1 440 0.0 △89,863

１．固定資産売却益  42 440  397

２．受取保険金  90,261 －  △90,261

Ⅶ 特別損失  217,458 2.6 161,424 1.8 △56,034

１．固定資産除売却損  25,869 50,938  25,068

２．投資有価証券評価損  － 21,375  21,375

３．減損損失  191,588 56,683  △134,905

４. 掛金解約手数料戻し損
失引当金繰入額 

 － 28,447  28,447

５．前期損益修正損  － 3,980  3,980

税金等調整前当期純利
益 

 1,014,515 11.9 1,472,491 16.0 457,975

法人税、住民税及び事業
税 

 514,931 6.0 676,306 7.4 161,375

法人税、住民税及び事業
税還付額 

 － － △4,666 △0.1 △4,666

法人税等調整額  △66,194 △0.7 △27,820 △0.3 38,374

当期純利益  565,779 6.6 828,672 9.0 262,893

   

 



 

平安レイサービス㈱ （2344） 平成20年3月期 決算短信 

 

 

16

(3)連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 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 5,635,608 △27,814 9,231,705 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当(注)   △102,418  △102,418 

剰余金の配当   △102,627  △102,627 

利益処分による役員賞与(注)   △10,700  △10,700 

当期純利益   565,779  565,779 

自己株式の取得    △65,754 △65,754 

自己株式の処分   △12,357 23,165 10,808 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
     

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － 337,675 △42,588 295,087 

平成19年３月31日 残高（千円） 785,518 2,838,393 5,973,283 △70,402 9,526,792 

 

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） 31,412 31,412 9,263,117 

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当(注)   △102,418 

剰余金の配当   △102,627 

利益処分による役員賞与(注)   △10,700 

当期純利益   565,779 

自己株式の取得   △65,754 

自己株式の処分   10,808 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△47,629 △47,629 △47,629 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△47,629 △47,629 247,457 

平成19年３月31日 残高（千円） △16,217 △16,217 9,510,575 

（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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当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日 残高（千円） 785,518 2,838,393 5,973,283 △70,402 9,526,792 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △203,854  △203,854 

当期純利益   828,672  828,672 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
     

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － 624,817 － 624,817 

平成20年３月31日 残高（千円） 785,518 2,838,393 6,598,101 △70,402 10,151,610 

 

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19年３月31日 残高（千円） △16,217 △16,217 9,510,575 

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当   △203,854 

当期純利益   828,672 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△25,996 △25,996 △25,996 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△25,996 △25,996 598,821 

平成20年３月31日 残高（千円） △42,214 △42,214 10,109,396 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

増  減 

（△印減） 

区分  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  1,014,515 1,472,491 457,975

減価償却費  519,903 497,101 △22,801

減損損失  191,588 56,683 △134,905

掛金解約手数料戻し損失引当金
の増減額(減少:△) 

 － 28,447 28,447

貸倒引当金の増減額(減少:△)  313 386 72

役員賞与引当金増減額(減少:△)  8,035 7,766 △268

退職給付引当金の増減額(減少:
△) 

 9,357 12,107 2,750

役員退職慰労引当金の増減額(減
少:△) 

 △34,076 △3,600 30,476

受取利息及び受取配当金,有価証
券利息 

 △38,414 △84,607 △46,192

受取保険金  △90,261 － 90,261

有形固定資産除売却損益  25,328 50,498 25,169

無形固定資産除売却損  498 － △498

投資有価証券評価損  － 21,375 21,375

売上債権の増減額(増加:△)  △11,695 △5,426 6,268

たな卸資産の増減額(増加:△)  12,828 △9,041 △21,870

仕入債務の増減額(減少:△)  △5,670 △16,485 △10,815

前払式特定取引前受金の増減額
(減少:△) 

 △1,534 △69,938 △68,403

その他  81,699 42,825 △38,873

小計  1,682,417 2,000,585 318,167

利息及び配当金の受取額  25,167 58,800 33,632

生命保険の受取による収入  100,700 － △100,700

法人税等の支払額  △565,778 △600,470 △34,692

法人税等の還付  － 4,666 4,666

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,242,507 1,463,581 221,073
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前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

増  減 

（△印減） 

区分  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  △103,780 △3,090,935 △2,987,155

定期預金の払戻による収入  79,580 1,583,380 1,503,800

有価証券の増減（△：増加）  － △499,734 △499,734

有形固定資産の取得による支出  △587,721 △410,563 177,158

有形固定資産の売却による収入  260 6,133 5,872

無形固定資産の取得による支出  △14,149 △5,323 8,825

投資有価証券の取得による支出  △607,546 △7,485,314 △6,877,768

投資有価証券の償還による収入  800,000 2,900,000 2,100,000

供託金の預入による支出  △760,000 △380,000 380,000

供託金の払戻による収入  － 5,205,000 5,205,000

その他投資による支出  △155,247 △104,340 50,907

その他投資の回収による収入  19,383 27,242 7,858

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,329,220 △2,254,454 △925,234

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △205,045 △203,854 1,191

自己株式の取得による支出  △65,754 － 65,754

自己株式の売却による収入  10,808 － △10,808

財務活動によるキャッシュ・フロー  △259,991 △203,854 56,137

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:
△) 

 △346,704 △994,727 △648,023

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,657,027 4,310,323 △346,704

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  4,310,323 3,315,595 △994,727
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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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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。) 

（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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

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    ２～20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    ２～20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。 

 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。 

（ロ） 無形固定資産 

同左 

 （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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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） 役員賞与引当金 

役員賞与の支払いに備えるため、

支給見込額の当期負担額を計上し

ております。 

（ロ） 役員賞与引当金 

同左 

 （ハ） 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。 

（ハ） 退職給付引当金 

同左 

 （ニ） 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。 

（ニ） 役員退職慰労引当金 

同左 



 

平安レイサービス㈱ （2344） 平成20年3月期 決算短信 

 

 

23

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 （ホ）          

  

（ホ） 掛金解約手数料戻し損失引

当金 

収益計上済の施行前受金の復

活による損失の発生に備えるた

め、当連結会計年度末における今

後の債務復活見込額を計上してお

ります。 

  （追加情報） 

株式会社へいあんは互助会業界

団体の取り決めに従い、昭和59年

４月15日以降の互助会の契約で、

掛金の払い込みが所定の支払時期

より４ヶ月以上遅滞したものは郵

便にて催告を行い、それでもなお

支払いの無かったものは催告日か

ら５年を経過した時点で収益計上

する会計処理を行っておりまし

た。 

  この収益計上済の施行前受金

は帳簿上は認識しておりません

が、割賦販売法に定める前受金保

全措置の対象としており、施行・

復活・解約等の請求があった場合

にはこれに応じております。 

 今後、これらの収益計上済み施

行前受金について、対象契約者に

対し配達記録郵便にて支払催告

通知書を送付し、解約・継続の意

思を再確認することと致しまし

た。   
 これに伴い当連結会計年度か

ら、収益計上済みの施行前受金の

復活による損失の発生に備えるた

め、解約・継続の意思確認の実績

を基に、今後の解約・継続の回答

によって債務の復活が見込まれる

金額を引当計上しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（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。 

 なお、資産に係る控除対象外消費

税等のうち、税法に定める繰延消費

税等は繰延消費税額に計上のうえ、

５年間で均等償却し、繰延消費税等

以外のものについては発生連結会計

年度に費用処理しております。 

 

（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 
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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の変更 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（役員賞与引当金に関する会計基準） 

  当連結会計年度より、「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。これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は8,774千円減少し

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）

当連結会計年度より、「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、

9,510,575千円であります。 

  なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の連結財務諸表規則により作成してお

ります。 

     

 

     

 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は、軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（退職給付引当金に関する会計基準） 

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日より従来の適格退職年金制度から、

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。

     

 

     

 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は、軽微であります。 

なお、セグメント情報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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注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 7,727,594千円      8,071,483千円 

 なお、減価償却累計額には減損

損失累計額642,594千円が含まれ

ております。 

なお、減価償却累計額には減損

損失累計額697,749千円が含まれ

ております。 

担保に供している資産及び担保付債務   

前払式特定取引に対する債務   

有価証券 

供託金 

投資有価証券 

定期預金 

その他の投資その他の資産 

（差入保証金） 

計  

699,810 千円 

4,846,000  

618,263  

－  

626,298
 

6,790,371  

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15,490,654千

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。 

3,426,815 千円 

21,000  

1,392,097  

1,500,000  

675,186  

7,015,098  

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15,420,716千

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。 

偶発債務 株式会社へいあんは互助会業

界団体の取り決めに従い、昭和59

年４月15日以降の互助会の契約

で、掛金の払い込みが所定の支払

時期より４ヶ月以上遅滞したものは

郵便にて催告を行い、それでもな

お支払いの無かったものは催告日

から５年を経過した時点で収益計

上する会計処理を行っておりまし

た。この収益計上済の施行前受金

は帳簿上は認識しておりません

が、割賦販売法に定める前受金保

全措置の対象としており、施行･復

活･解約等の請求があった場合に

はこれに応じております。今後、こ

れらの収益計上済み施行前受金

について、対象契約者に対し配達

記録郵便にて支払催告通知書を

送付し、解約･継続の意思を再確

認することと致しました。  

対象となる施行前受金の総額と

契約件数は452,037千円、14,814

口ですが、現時点で影響額を見積

もることが困難なため、処理を開始

し影響額が予測できた時点で引当

金を計上することといたします。 
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（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

受取保険金 常務取締役鵜殿研一死去に

伴い、保険会社より受け取った

ものであります。 

    

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。 

場所 用途 種類 

東京都 葬祭事業

町田市 葬儀施設

  

建物、構築

物、器具備品

等 

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 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、その帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失 191,588 千円（内訳、建物

182,959千円、構築物6,911千円、

車両運搬具1,318千円、器具備品

398千円）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

6.3％で割り引いて算定しており

ます。 

 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。 

場所 用途 種類 

神奈川県 冠婚事業 

小田原市 婚礼施設 

建物、器具

備品等 

神奈川県 介護事業 

平塚市他 介護施設 

  

建物、車両

運搬具、器

具備品等 

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 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、その帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失（56,683千円）として特別損失

に計上しております。 

その内訳は，冠婚事業11,915千

円（内、建物5,746千円、構築物

287千円、器具備品5,073千円、電

話加入権807千円）、介護事業

44,768千円（内、建物2,395千円、

構築物161千円、車輌運搬具

27,649千円、器具備品14,544千

円、公共施設利用権18千円）であ

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

6.8％で割り引いて算定しており

ます。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 14,667 － － 14,667 

合計 14,667 － － 14,667 

自己株式     

普通株式 35 100 29 105 

合計 35 100 29 105 

（注）１．普通株式の自己株式数の増加100千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増

加であります。 

２．普通株式の自己株式数の減少29千株は、ストック・オプションの行使による減少であり

ます。 

 

２．配当に関する事項 

（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 

平成18年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 102,418 7 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月８日 
取締役会 

普通株式 102,627 7 平成18年９月30日 平成18年12月５日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 101,927 利益剰余金 7 平成19年３月31日 平成19年６月25日
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 14,667 － － 14,667 

合計 14,667 － － 14,667 

自己株式     

普通株式 105 － － 105 

合計 105 － － 105 

 

２．配当に関する事項 

（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 

平成19年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 101,927 7 平成19年３月31日 平成19年６月25日

平成19年11月９日 
取締役会 

普通株式 101,927 7 平成19年９月30日 平成19年12月５日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 116,488 利益剰余金 8 平成20年３月31日 平成20年６月26日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 

 前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

現金及び預金勘定 4,401,983 千円 4,914,810 千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等             △91,660      △1,599,215    

現金及び現金同等物 4,310,323 3,315,595  
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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18年４月１日 至 平成19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 

1,005,863 6,704,907 15,263 803,961 8,529,997 － 8,529,997

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － 266,159 － 266,159 (266,159) －

計 1,005,863 6,704,907 281,422 803,961 8,796,156 (266,159) 8,529,997

営業費用 915,089 5,025,110 172,169 815,403 6,927,772 611,175 7,538,948

営業利益 90,774 1,679,797 109,253 △11,441 1,868,383 (877,334) 991,048

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出 

   

資産 608,411 11,476,252 9,578,044 358,682 22,021,390 4,470,351 26,491,741

減価償却費 60,741 407,237 672 19,697 488,348 32,052 520,400

減損損失 － 191,588 － － 191,588 － 191,588

資本的支出 16,570 520,068 － 33,805 570,445 27,267 597,712

 （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Ｂ

ＯＮＤＳ小田原、湘和礼殯館西久保、湘和礼殯館栢山 

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877,334千円であり、

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4,470,351千円であり、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．当連結会計年度末において減損損失を計上しております。 

これにより、葬祭事業の資産が191,588千円減少しております。 

7．会計方針の変更 

役員賞与に関する会計基準 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準４号 平成17年11月29

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全

社」の営業費用は8,774千円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 

993,060 7,345,411 13,877 836,963 9,189,313 － 9,189,313

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － 285,627 － 285,627 (285,627) －

計 993,060 7,345,411 299,504 836,963 9,474,940 (285,627) 9,189,313

営業費用 853,603 5,311,809 167,871 828,574 7,161,858 582,461 7,744,319

営業利益 139,456 2,033,602 131,633 8,389 2,313,082 (868,088) 1,444,993

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

   

資産 545,521 11,400,212 9,687,690 301,509 21,934,934 5,237,937 27,172,871

減価償却費 58,461 393,231 849 11,647 464,190 33,395 497,585

減損損失 11,915 － － 44,768 56,683 － 56,683

資本的支出 13,351 312,596 633 9,638 336,220 50,901 387,122

 （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ＢＯＮＤ

Ｓ小田原、湘和礼殯館西久保、湘和礼殯館栢山、湘和礼殯館淵野辺 

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 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868,088千円であり、

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5,237,937千円であり、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．当連結会計年度において減損損失を計上しております。 

これにより、冠婚事業の資産が11,915千円、その他事業の資産が44,768千円それぞれ減少して

おります。 

7．会計方針の変更 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以
降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して
おります。 
この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 

8. 追加情報 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連
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結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 

 
 

２．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成19年４月１日 至 平成20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18年４月１日 至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成19年４月１日 至 平成20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。 

 

（関連当事者との取引） 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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 

  

関係内容 

属性 
会社等の名
称又は氏名 

住所

資本金
又は出
資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有 

（被所有）
割合  

（％） 

役 員
の 兼
任等 

事 業
上 の
関係 

取引の内
容 

取引金額
（千円） 

科目
期末残高 
（千円） 

役員及びそ
の近親者 

山田雅孝 ― ― 
当社代表取
締役社長 

（被所有）
直接17.6% 

― ― 
次女の 
結婚式 

2,710 売上 ― 

（注） 

①  上記取引金額には消費税は含まれておりません。 

②  山田雅孝との取引は、主要株主であることから、「主要株主（個人）及びその近親者」と

の取引にも該当しております。 

③  取引条件及び取引条件の決定方法 

結婚式の施行については、市場価額を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

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19年４月１日 至 平成20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 
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4．兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

 

 

 (１株当たり情報) 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 653円11銭

１株当たり当期純利益金額 38円68銭

潜在株式調整後1株当たり当期純
利益金額 

38円67銭
 

１株当たり純資産額 694円28銭

１株当たり当期純利益金額 56円91銭

 
 

  

（注）当連結会計年度より潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は記載

しておりません。 

 

（開示の省略） 

有価証券等、退職給付、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

また、デリバティブ取引、ストック･オプション等、企業結合等、リース取引、重要な後発事象に

ついては、該当事項がないため記載を省略しております。 
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５．個別財務諸表 

 

(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分  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  2,326,101 2,477,969  151,868

２．売掛金  114,436 120,637  6,201

３．有価証券  － 499,803  499,803

４．商品  29,512 32,410  2,898

５．原材料  49,732 45,274  △4,457

６．貯蔵品  5,268 8,631  3,362

７．前払費用  41,565 52,426  10,861

８．繰延税金資産  73,355 77,892  4,537

９．未収入金  46,490 29,043  △17,446

10．その他  3,290 4,060  769

11．貸倒引当金  △1,080 △490  590

流動資産合計  2,688,672 15.3 3,347,661 18.5 658,988

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(１)建物  4,264,445 4,114,020  △150,425

(２)構築物  124,144 121,218  △2,926

(３)車両運搬具  72,380 59,186  △13,194

(４)器具備品  135,790 126,617  △9,172

(５)土地  6,198,865 6,198,648  △217

(６)建設仮勘定  13,597 53,885  40,287

有形固定資産合計  10,809,223 61.3 10,673,575 58.9 △135,647
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分  金額(千円) 
構成比
（％）

金額(千円) 
構成比 
（％） 

金額(千円) 

２．無形固定資産   

(１)ソフトウェア  26,039 26,412  372

(２)その他  13,323 10,511  △2,812

無形固定資産合計  39,363 0.2 36,924 0.2 △2,439

３．投資その他の資産   

(１)投資有価証券  605,987 550,581  △55,406

(２)関係会社株式  2,356,868 2,356,868  －

(３)出資金  250 250  －

(４)長期貸付金  10,290 10,290  －

(５)長期前払費用  41,486 38,537  △2,948

(６)繰延税金資産  350,871 360,760  9,888

(７)敷金保証金  580,504 566,991  △13,513

(８)その他  148,636 178,099  29,463

(９)貸倒引当金  △9,300 △10,290  △990

投資その他の資産合計  4,085,593 23.2 4,052,088 22.4 △33,505

固定資産合計  14,934,180 84.7 14,762,588 81.5 △171,592

資産合計  17,622,853 100.0 18,110,249 100.0 487,396
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分  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  298,634 285,588  △13,046

２．１年以内に返済予定の関
係会社長期借入金 

 120,000 120,000  －

３．未払金  290,441 284,146  △6,295

４．未払費用  109,349 126,438  17,089

５．未払法人税等  325,787 377,650  51,863

６．未払消費税等  27,813 41,532  13,719

７．前受金  43,234 23,900  △19,334

８．預り金  15,006 3,245  △11,761

９．役員賞与引当金  5,500 14,280  8,780

10．その他  657 1,335  677

流動負債合計  1,236,425 7.0 1,278,118 7.1 41,692

Ⅱ 固定負債   

１．関係会社長期借入金  7,160,000 7,040,000  △120,000

２．退職給付引当金  6,463 15,254  8,791

３．役員退職慰労引当金  126,272 126,272  －

固定負債合計  7,292,736 41.4 7,181,527 39.6 △111,208

負債合計  8,529,161 48.4 8,459,645 46.7 △69,516
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
増  減 
（△印減） 

区分  金額(千円) 
構成比
（％）

金額(千円) 
構成比 
（％） 

金額(千円) 

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  785,518 4.4 785,518 4.3 －

２．資本剰余金   

(１)資本準備金  2,838,393 16.1 2,838,393 15.7 －

資本剰余金合計  2,838,393 16.1 2,838,393 15.7 －

３.利益剰余金   

(１)利益準備金  27,619 0.1 27,619 0.1 －

(２)その他利益剰余金   

別途積立金  5,085,000 28.9 5,425,000 30.0 340,000

繰越利益剰余金  452,142 2.6 689,217 3.8 237,075

利益剰余金合計  5,564,761 31.6 6,141,837 33.9 577,075

４．自己株式  △70,402 △0.4 △70,402 △0.4 －

株主資本合計  9,118,270 51.7 9,695,345 53.5 577,075

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 △24,578 △0.1 △44,741 △0.2 △20,163

評価・換算差額等合計  △24,578 △0.1 △44,741 △0.2 △20,163

純資産合計  9,093,691 51.6 9,650,603 53.3 556,912

負債純資産合計  17,622,853 100.0 18,110,249 100.0 487,396
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

増  減 
（△印減） 

区分  金額(千円) 
百分比
（％）

金額(千円) 
百分比 
（％） 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高  7,669,536 100.0 8,254,982 100.0 585,445

１．冠婚部門売上高  989,235 981,560  △7,675

２．葬祭部門売上高  6,680,301 7,273,421  593,120

Ⅱ 売上原価  5,860,490 76.4 6,095,750 73.8 235,259

１．冠婚部門売上原価  939,157 882,002  △57,154

２．葬祭部門売上原価  4,921,333 5,213,747  292,414

売上総利益  1,809,045 23.6 2,159,231 26.2 350,186

Ⅲ 販売費及び一般管理費  878,963 11.5 857,620 10.4 △21,343

１．販売促進費  23,551 19,981  △3,569

２．広告宣伝費  170,865 183,287  12,421

３．支払手数料  58,759 55,729  △3,030

４．貸倒引当金繰入額  70 400  330

５．役員報酬  92,298 75,920  △16,378

６．給料手当  290,733 285,128  △5,605

７．役員賞与引当金繰入額  5,500 14,280  8,780

８．法定福利費  31,471 34,004  2,533

９．退職給付引当金繰入額  27,538 26,040  △1,498

10．役員退職金  5,200 －  △5,200

11．地代家賃  14,657 14,857  200

12．租税公課  32,726 25,418  △7,307

13．減価償却費  21,274 22,083  808

14．賃借料  3,113 3,685  571

15．電算機費  13,200 13,200  －

16．その他  88,001 83,604  △4,397

営業利益  930,082 12.1 1,301,611 15.8 371,529
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前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

増  減 
（△印減） 

区分  金額(千円) 
百分比
（％）

金額(千円) 
百分比 
（％） 

金額(千円) 

Ⅳ 営業外収益  291,420 3.8 288,151 3.5 △3,268

１．受取利息  6,607 6,839  232

２．有価証券利息  10,152 29,489  19,336

３．受取配当金  109,514 103,571  △5,943

４．関係会社経営指導料  19,800 19,800  －

５．関係会社賃貸収入  46,308 34,305  △12,002

６．関係会社業務受託収入  55,019 52,800  △2,219

７．その他  44,017 41,345  △2,672

Ⅴ 営業外費用  184,583 2.4 181,292 2.2 △3,291

１．支払利息  168,819 166,529  △2,289

２．減価償却費  14,992 13,852  △1,140

３．その他  771 910  138

経常利益  1,036,918 13.5 1,408,471 17.1 371,552

Ⅵ 特別利益  90,303 1.2 440 0.0 △89,863

１．固定資産売却益  42 440  397

２．受取保険金  90,261 －  △90,261

Ⅶ 特別損失  203,524 2.7 86,697 1.1 △116,826

１．固定資産除売却損  11,935 49,427  37,491

２．投資有価証券評価損  － 21,375  21,375

３．減損損失  191,588 11,915  △179,673

４．前期損益修正損  － 3,980  3,980

税引前当期純利益  923,698 12.0 1,322,213 16.0 398,515

法人税、住民税及び事業
税 

 437,854 5.7 546,578 6.6 108,724

法人税、住民税及び事業
税還付額 

 － － △4,666 △0.1 △4,666

法人税等調整額  △74,297 △1.0 △627 △0.0 73,669

当期純利益  560,141 7.3 780,929 9.5 220,788

   

 



 

平安レイサービス㈱ （2344） 平成20年3月期 決算短信 

 

 

41

株主資本等変動計算書 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31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

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立（注）  380,000 △380,000 － －

剰余金の配当（注）  △102,418 △102,418 △102,418

剰余金の配当  △102,627 △102,627 △102,627

役員賞与（注）  △9,800 △9,800 △9,800

当期純利益  560,141 560,141 560,141

自己株式の取得    △65,754 △65,754

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

事業年度中の変動額

（純額） 

   

事業年度中の変動額合計

（千円） 
－ － － － 380,000 △47,062 332,937 △42,588 290,349

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
785,518 2,838,393 2,838,393 27,619 5,085,000 452,142 5,564,761 △70,402 9,118,270

 

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

事業年度中の変動額  

別途積立金の積立（注）  －

剰余金の配当（注）  △102,418

剰余金の配当  △102,627

役員賞与（注）  △9,800

当期純利益  560,141

自己株式の取得  △65,754

自己株式の処分  10,808

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

△43,695 △43,695 △43,695

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△43,695 △43,695 246,653

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△24,578 △24,578 9,093,691

（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。 

 



 

平安レイサービス㈱ （2344） 平成20年3月期 決算短信 

 

 

42

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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19年３月31日 残高 

（千円） 
785,518 2,838,393 2,838,393 27,619 5,085,000 452,142 5,564,761 △70,402 9,118,270

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立  340,000 △340,000 － －

剰余金の配当  △203,854 △203,854 △203,854

当期純利益  780,929 780,929 780,929

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

   

事業年度中の変動額合計

（千円） 
－ － － － 340,000 237,075 577,075 577,075

平成20年３月31日 残高 

（千円） 
785,518 2,838,393 2,838,393 27,619 5,425,000 689,217 6,141,837 △70,402 9,695,345

 

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19年３月31日 残高 

（千円） 
△24,578 △24,578 9,093,691

事業年度中の変動額  

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  △203,854

当期純利益  780,929

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

△20,163 △20,163 △20,163

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△20,163 △20,163 556,912

平成20年３月31日 残高 

（千円） 
△44,741 △44,741 9,650,603
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重要な会計方針の変更 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関する注記事項等 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（役員賞与引当金に関する会計基準） 

  当事業年度より、「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。これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は6,006千円減少しております。

     

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「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、

9,093,691千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度

における貸借対照表の純資産の部については、改正

後の財務諸表等規則により作成しております。 

     

 

     

 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響は、軽微であります。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（退職給付引当金に関する会計基準） 

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日より従来の適格退職年金制度から、

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。

     

 

     

 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響は、軽微であります。 
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財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

 前事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成20年３月31日現在） 

有形固定資産の減価償却累計額 6,622,021千円          6,897,457千円 

 なお、減価償却累計額には減損

損失累計額642,594千円が含ま

れております。 

なお、減価償却累計額には減損

損失累計額653,012千円が含ま

れております。 

 

（損益計算書関係） 

 前事業年度 当事業年度 

 （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 
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 

東京都 葬祭事業

町田市 葬儀施設

  

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 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、その帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失 191,588 千円（内訳、建物

182,959千円、構築物6,911千円、

車両運搬具1,318千円、器具備品

398千円）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

6.3％で割り引いて算定しており

ます。 

 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、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 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、その帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失11,915千円（内訳、建物5,746

千円、構築物287千円、器具備品

5,073千円､電話加入権807千円）

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

6.8％で割り引いて算定しており

ます。 

 

１株当たり情報 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

   

１株当たり純資産額 624円48銭

１株当たり当期純利益金額 38円29銭

潜在株式調整後1株当たり当期純
利益金額 

38円29銭
 

 

１株当たり純資産額 662円77銭

１株当たり当期純利益金額 53円63銭

 

  
  

（注）当事業年度より潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は記載して

おりません。 
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６．その他 

（１）役員の異動 

該当事項はありません。 


