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１．平成20年３月中間期の業績（平成19年10月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月中間期 3,077 13.3 343 35.3 313 38.0 176 36.1

19年３月中間期 2,716 17.6 253 33.4 227 38.5 129 76.0

19年９月期 5,267  388  330  184  

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

円 銭 円 銭

20年３月中間期 7,768 87 7,757 17

19年３月中間期 6,134 07 5,783 44

19年９月期 8,378 23 8,134 60

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 －百万円 19年３月中間期 －百万円 19年９月期 －百万円

（注）平成19年２月１日付で株式１株につき２株の株式分割を実施しており、平成19年３月中間期及び平成19年９月期の

１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、株式分割が当期首に行われたも

のとして算出しております。 

 

(2）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月中間期 5,417 1,183 21.8 52,027 03

19年３月中間期 5,507 998 18.1 43,878 14

19年９月期 5,180 1,052 20.3 46,258 02

（参考）自己資本 20年３月中間期 1,183百万円 19年３月中間期 998百万円 19年９月期 1,052百万円

(3）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月中間期 347 △31 9 1,165

19年３月中間期 338 △28 1,162 2,087

19年９月期 486 △982 721 840

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

円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 － － 2,000 00 2,000 00

20年９月期 － － －

20年９月期（予想） － 2,000 00 2,000 00
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３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,731 8.8 394 1.7 340 3.0 187 1.8 8,232 21

４．その他

(1）中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　　無

②　①以外の変更　　　　　　　　　　無

 

(2）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月中間期 22,750株 19年３月中間期 22,750株 19年９月期 22,750株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 －株 19年３月中間期 －株 19年９月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定等については、３ページの「１．経営成績　(1)経営成績に関する分析」をご覧下さ

い。 
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間における我が国経済は、緩やかな回復基調を続けながらも、世界経済の減速の影響により、けん引

役であった輸出の伸びが鈍化したことに加え、長期化する原油高からの原材料商品価格の値上がりによって、企業、

家計の先行きに不透明さを増す結果となりました。

このような状況のなか、総務省が先般発表した推計人口（確定値）によると、出生から死亡人口を引いた自然増減

は、昭和25年以来初めて自然減に転じ、人口減の局面に入ったことを裏付けました。また、65歳以上の高齢者人口が

過去最高となったものの、14歳以下の年少人口が過去最低となり、少子高齢化が進んでいることを示しました。

このような環境のなか、葬儀業界におきましては、経済産業省の動態統計調査によると、平成19年度の葬儀業の売

上高、取扱件数、事業所数及び従業者数は前年を上回り、葬儀マーケットの拡大基調があらわれているものの、同業

他社との競争が激化していること、核家族化の進行や形式的儀礼を避ける風潮を受け、家族葬の需要が高まっている

ことから、葬儀単価は逓減傾向にあり、安定成長基調の減速が色濃くなっております。

これらを背景に当社におきましては、開業当初より進めてまいりました価格の透明化、ご遺族の悲しみを和らげる

べく徹底した社員教育を実施し、サービスの更なる向上に努めた結果、葬儀請負件数が2,208件（前年同期比16.8％

増）となり、売上高30億77百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益3億43百万円（前年同期比35.3％増）、経常利益

3億13百万円（前年同期比38.0％増）、中間純利益1億76百万円（前年同期比36.1％増）となりました。 

　通期の見通しにつきましては、平成20年２月13日発表の通り、売上高57億31百万円（前期比8.8％増）、営業利益３

億94百万円（前期比1.7％増）、経常利益３億40百万円（前期比3.0％増）、当期純利益１億87百万円（前期比1.8％

増）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

資産、負債及び純資産の状況

当中間会計期間末の資産につきましては、前事業年度末に比べ２億36百万円増加し54億17百万円となりました。こ

れは主に、固定資産が減価償却に伴い92百万円減少したものの、現金及び預金が３億25百万円増加したことによるも

のであります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ１億５百万円増加し42億34百万円となりました。これは主に長期借入金

及び１年以内返済予定の長期借入金が54百万円増加したことによるものであります。

純資産につきましては、前事業年度末に比べ１億31百万円増加し11億83百万円となりました。これは、当中間純利

益が１億76百万円であったことによるものであります。

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

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３億25百万円増

加し、11億65百万円となりました。

  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３億47百万円となりました。これは主に法人税等の支

払額１億18百万円や利息の支払額36百万円等があったものの、税引前中間純利益が３億９百万円であったこと等に

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31百万円となりました。これは主に有形固定資産の売

却収入１億34百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出１億01百万円があったこと等によるものであ

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９百万円となりました。これは長期借入金返済による

支出５億45百万円及び配当金の支払44百万円があったものの、長期借入金の借入による収入６億円があったこと等

によるものであります。 
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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18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 20.7 18.1 20.3 21.8

時価ベースの自己資本比率（％）  55.0  35.3 36.4 32.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 13.3 11.6 7.2 10.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.5 11.7 7.6 9.3

自己資本比率：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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

（注）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、貸借対照表（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）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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配当性向20％を目処に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。 

 以上の方針に基づき、当事業年度の利益配当金につきましては、１株当たり年間2,000円（期末）を予定しておりま

す。

 内部留保金につきましては、葬儀会館の建設を中心とした設備投資のみならず、業務提携やＭ＆Ａなどの戦略的な

投資に有効活用し、葬祭事業の拡大及び新規分野での事業展開を図ってまいります。

(4）事業等のリスク

当社の経営成績、財政状態及び株価等に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。

①　葬儀需要の変動について

 Ａ．死亡者数

 葬儀需要の数量的側面は、死亡者数によって決定されます。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推

計人口」によれば、死亡者数が増加するとの予想が立てられておりますが、将来の死亡者数の推移予想は不確定

であることから、シェア、葬儀平均単価（１件当たり）に変動がないとしても、実際の死亡者数の変動により、

当社の業績が影響を受ける可能性があります。

 Ｂ．葬儀単価の変動

 葬儀は、弔問会葬者や遺族親族の人数、利用する祭壇の種類などにより大きく価格変動いたします。また、公

正取引委員会の「葬儀サービスの取引実態に関する調査報告書」によれば、葬儀単価が下落傾向にあります。し

たがって、葬儀単価の変動により当社の業績が影響を受ける可能性があります。

 Ｃ．季節による変動

 死亡者数は年間を通じて平均的に発生せず、季節による変動があります。当社においては、冬季が他の季節に

比して葬儀施行件数が多い繁忙期となります。したがって、業績に季節的変動が現れることがあります。

②　新規参入について

葬儀業界は法的規制がない業界であり、特段に初期投資を必要としないことから、新規参入が比較的容易であ

ります。業界内には冠婚葬祭互助会が数多く存在していますが、葬儀が成長産業であるとの認識から葬儀への参

入が全国規模で進んでおり、競争の激化を生んでおります。また、同じように葬儀を成長産業と考えている異業

種（鉄道会社、農協、生協等）からの参入も進んでいます。参入障壁の低さが、今後さらなる新規参入を招き、

当社の業績に影響を与えるような環境変化が起こる可能性も否定できません。 
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③　金利について 

当社は、会館造作費用・差入保証金等の出店資金及び本社土地建物の購入資金を主に金融機関からの借入により

調達しているため、総資産に占める有利子負債の割合が比較的高い水準にあります。したがって、今後有利子負債

依存度が高い状態で金利が上昇した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

④　個人情報について

当社は、将来の見込み顧客として募っている「ティアの会」会員、葬儀請負及び法要の請負に関しまして施主の

個人情報を取り扱っております。当社では個人情報の管理を徹底すべく従業員教育及びコンピュータシステムの情

報漏洩防止策を行っておりますが、書類の盗難及びネットワークへの不正侵入等による個人情報漏洩の可能性は否

定できず、万が一このような事態が発生した場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑤　フランチャイズ契約について 

フランチャイズ事業は、加盟者との間で取り結ぶ加盟店契約に基づいて「ティア」という会館名でチェーン展開

を行っておりますが、会館においての不祥事等によりチェーン全体のブランドイメージが損なわれた場合、当社の

業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、フランチャイズ事業は、加盟店と当社が対等なパートナーシップと信頼関係に基づき、それぞれの役割を

担う共同作業であり、加盟店及び当社のいずれかがその役割を果たせないことにより、加盟者との間で契約が維持

できなくなった場合においても、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況
当社は、子会社を有しておらず、連結財務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況の記載は該当ありませ

ん。 

従いまして、企業集団の状況（企業集団の業績等、中間連結財務諸表、セグメント情報、連結子会社の状況及びその

他）の記載はありません。 

最近の有価証券報告書（平成19年12月21日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更がないため

開示を省略します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針      (2）目標とする経営指標      (3）中長期的な会社の経営戦略

平成19年９月期決算短信（平成19年11月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.tear.co.jp/ir/library.php

（名古屋証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.nse.or.jp/

(4）会社の対処すべき課題

当社は「哀悼と感動のセレモニー」という基本理念のもと、「日本で一番『ありがとう』といわれる葬儀社」をス

ローガンに企業価値を高めていくために、次の点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）

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。 

当中間会計期間において、フランチャイズ店舗でありましたティア岡崎会館を当社直営葬儀会館としたことによ

り、直営葬儀会館数は合計22会館となりました。 

当事業年度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量な課題であります。 

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。 
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  2,087,021   1,165,445   840,026   

２．売掛金  81,704   103,497   104,190   

３．たな卸資産  9,597   19,371   11,985   

４．その他  97,851   116,608   117,930   

貸倒引当金  △221   △1,871   △600   

流動資産合計   2,275,952 41.3  1,403,052 25.9  1,073,532 20.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物 ※1,2 1,509,790   1,772,055   1,803,403   

（2）土地 ※２ 392,306   883,003   1,036,947   

（3）その他 ※１ 105,901   192,692   102,700   

有形固定資産合計  2,007,998   2,847,752   2,943,050   

２．無形固定資産  232,345   207,975   219,752   

３．投資その他の資産           

（1）長期前払費用  153,240   143,293   148,474   

（2）差入保証金 ※２ 837,872   815,063   795,590   

（3）その他  532   480   524   

投資その他の資産合計  991,644   958,836   944,588   

固定資産合計   3,231,987 58.7  4,014,564 74.1  4,107,392 79.3

資産合計   5,507,939 100.0  5,417,616 100.0  5,180,925 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  246,344   281,812   217,345   

２．１年以内返済予定の
長期借入金

※２ 936,726   969,189   939,955   

３．賞与引当金  34,548   60,966   36,156   

４．その他 ※４ 288,608   338,240   376,011   

流動負債合計   1,506,227 27.3  1,650,208 30.5  1,569,468 30.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 3,002,983   2,583,794   2,558,930   

２．その他  501   －   156   

固定負債合計   3,003,484 54.6  2,583,794 47.7  2,559,086 49.4

負債合計   4,509,712 81.9  4,234,002 78.2  4,128,555 79.7
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前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   580,375 10.5  580,375 10.7  580,375 11.2

２．資本剰余金           

  資本準備金  213,875   213,875   213,875   

資本剰余金合計   213,875 3.9  213,875 3.9  213,875 4.1

３．利益剰余金           

  その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  204,089   389,480   258,238   

利益剰余金合計   204,089 3.7  389,480 7.2  258,238 5.0

  株主資本合計   998,339 18.1  1,183,730 21.8  1,052,488 20.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

    その他有価証券評価差額金   △111 △0.0  △115 △0.0  △118 △0.0

  評価・換算差額等合計   △111 △0.0  △115 △0.0  △118 △0.0

  純資産合計   998,227 18.1  1,183,614 21.8  1,052,369 20.3

  負債純資産合計   5,507,939 100.0  5,417,616 100.0  5,180,925 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,716,268 100.0  3,077,501 100.0  5,267,487 100.0

Ⅱ　売上原価   1,950,683 71.8  2,137,065 69.4  3,846,061 73.0

売上総利益   765,585 28.2  940,436 30.6  1,421,426 27.0

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  511,862 18.9  597,271 19.4  1,033,413 19.6

営業利益   253,722 9.3  343,164 11.2  388,012 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  5,240 0.2  6,719 0.2  12,911 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  31,639 1.2  36,088 1.2  70,310 1.3

経常利益   227,324 8.3  313,795 10.2  330,613 6.3

Ⅵ　特別利益 ※３  80 0.0  － －  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  1,107 0.0  4,791 0.2  1,199 0.0

税引前中間
（当期）純利益

  226,297 8.3  309,004 10.0  329,413 6.3

法人税、住民税
及び事業税

 101,878   137,166   161,075   

法人税等調整額  △5,457 96,420 3.5 △4,904 132,262 4.3 △15,688 145,387 2.8

中間（当期）
純利益   129,876 4.8  176,741 5.7  184,026 3.5

－ 10 －



(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

その他利益
剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

556,000 189,500 189,500 95,012 95,012 840,512 △47 △47 840,464

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 24,375 24,375 24,375   48,750   48,750

剰余金の配当　（注）    △20,800 △20,800 △20,800   △20,800

中間純利益    129,876 129,876 129,876   129,876

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

      △63 △63 △63

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

24,375 24,375 24,375 109,076 109,076 157,826 △63 △63 157,762

平成19年３月31日　残高
（千円）

580,375 213,875 213,875 204,089 204,089 998,339 △111 △111 998,227

（注）平成18年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

その他利益
剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

平成19年９月30日　残高
（千円）

580,375 213,875 213,875 258,238 258,238 1,052,488 △118 △118 1,052,369

中間会計期間中の変動額          

新株の発行          

剰余金の配当　    △45,500 △45,500 △45,500   △45,500

中間純利益    176,741 176,741 176,741   176,741

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

      3 3 3

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

   131,241 131,241 131,241 3 3 131,244

平成20年３月31日　残高
（千円）

580,375 213,875 213,875 389,480 389,480 1,183,730 △115 △115 1,183,614

－ 11 －



前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

その他利益
剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

556,000 189,500 189,500 95,012 95,012 840,512 △47 △47 840,464

事業年度中の変動額          

新株の発行 24,375 24,375 24,375   48,750   48,750

剰余金の配当　（注）    △20,800 △20,800 △20,800   △20,800

当期純利益    184,026 184,026 184,026   184,026

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

      △71 △71 △71

事業年度中の変動額合計
（千円）

24,375 24,375 24,375 163,226 163,226 211,976 △71 △71 211,905

平成19年９月30日　残高
（千円）

580,375 213,875 213,875 258,238 258,238 1,052,488 △118 △118 1,052,369

（注）平成18年12月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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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19年９月30日)

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

    

税引前中間（当期）純利益  226,297 309,004 329,413

減価償却費  70,850 99,741 164,569

投資有価証券評価損  － 47 －

株式交付費  1,218 － 1,398

固定資産除売却損益  1,107 4,743 1,199

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △80 1,270 298

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 4,562 24,809 6,169

受取利息及び受取配当金  △2,309 △3,061 △5,073

支払利息  27,931 34,974 63,429

売上債権の増減額
（増加：△）

 △15,373 692 △37,860

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △115 △2,902 △2,503

仕入債務の増減額
（減少：△）

 51,027 64,466 22,028

前払費用の増減額
（増加：△）

 9,773 6,085 5,356

未払金の増減額
（減少：△）

 △10,067 △29,927 44,369

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 26,096 △10,215 30,586

その他  △203 2,968 △6,499

小計  390,716 502,699 616,883

利息及び配当金の受取額  54 788 563

利息の支払額  △28,972 △36,899 △64,442

和解金等の支払額  － － －

法人税等の支払額  △23,594 △118,999 △66,228

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 338,202 347,589 486,776
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前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19年９月30日)

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

    

有形固定資産の取得による支出  △38,445 △101,702 △1,051,014

有形固定資産の売却による収入  － 134,311 15,000

無形固定資産の取得による支出  △146 △400 △908

事業譲受による支出  － △45,816 －

差入保証金の差入による支出  △2,491 △30,516 △23,198

差入保証金の返還による収入  13,564 13,240 78,808

その他  △624 △624 △1,248

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △28,143 △31,507 △982,561

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

長期借入金の借入れによる収入  1,500,000 600,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出  △364,650 △545,902 △805,474

株式の発行による収入  47,531 － 47,351

配当金の支払額  △20,269 △44,760 △20,415

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 1,162,611 9,337 721,461

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（減
少額：△）

 1,472,671 325,418 225,676

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  614,350 840,026 614,350

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※ 2,087,021 1,165,445 840,026
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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
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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

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）を採用しております。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）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 

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

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

(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　　　４～５年

工具器具備品　　３～６年

(追加情報) 

①平成19年度の法人税改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した

有形固定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

達した会計年度の翌会計年度より、

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。

　なお、この変更に伴う損益への

影響は軽微であります。

(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　　　４～５年

工具器具備品　　３～６年

（会計方針の変更）

当社は、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。これにより、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ5,461千円減少しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

②従来、事業用定期借地権が設定

されている借地上の建物について

は、当該契約満了時に更地にて返

還する契約となっているものの期

間満了時に定期借地権を再設定す

る可能性があり、実際の物理的使

用可能期間は契約期間より長いと

考えられるため法人税法に規定す

る耐用年数により減価償却を行っ

てきましたが、契約期間満了時に

定期借地権を再設定する可能性が

明らかでないと判断した建物につ

いて、当該事実が判明した当事業

年度から契約期間満了時までの残

存耐用年数により減価償却を実施

することにしました。

　これにより、従来の方法に比べ、

減価償却費が4,766千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が同額減少しておりま

す。 

 (2）無形固定資産

 　定額法を採用しております。

 なお、のれんについては、投資

の効果が及ぶ期間（10年）、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。

 (2）無形固定資産

 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

(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

同左

(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。

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 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

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

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。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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 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

消費税等の会計処理

同左
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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19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 549,637千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 709,339千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 626,474千円

※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。

※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。

※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 574,314千円

土　　　地 126,308千円

差入保証金 146,155千円

合計 846,778千円

建　　　物 549,992千円

土　　　地 126,308千円

差入保証金 147,732千円

合計 824,033千円

建　　　物 564,754千円

土　　　地 126,308千円

差入保証金 146,936千円

合計 837,999千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 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
62,640千円

長期借入金 577,210千円

保証債務 224,754千円

合計 864,604千円

１年以内返済予定の

長期借入金
27,780千円

長期借入金 549,430千円

保証債務 207,258千円

合計 784,468千円

１年以内返済予定の

長期借入金
41,820千円

長期借入金 563,320千円

保証債務 216,679千円

合計 821,819千円

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。

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。

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 224,754千円 保井　一好 207,258千円 保井　一好 216,679千円

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127,436

千円が担保に供されております。

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　　

121,434千円が担保に供されております。

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　　

124,320千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．消費税等の取扱い

同左

※４．消費税等の取扱い

────────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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 2,303千円 受取利息 3,055千円 受取利息 5,062千円

※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 27,931千円 支払利息 34,974千円 支払利息 63,429千円

※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　　　　 ※３．特別利益のうち主要なもの　　　　

貸倒引当金戻入益 80千円  　────────　   　────────　  

※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　　　　

固定資産除売却損 1,107千円 固定資産除売却損 4,743千円 固定資産除売却損 1,199千円

　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 54,577千円

無形固定資産 13,076千円

有形固定資産 83,306千円

無形固定資産 13,348千円

有形固定資産 132,001千円

無形固定資産 26,431千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年10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

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 10,400 12,350 － 22,750

合計 10,400 12,350 － 22,750

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の発行済株式総数の増加12,350株は、株式分割による増加10,400株、新株予約権の権利行使による新株

の発行による増加1,950株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．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12月22日

定時株主総会
普通株式 20,800 2,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10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

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 22,750 － － 22,750

合計 22,750 － － 22,750

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数 

当中間会計
期間末残高前事業

年度末

当中間会
計期間
増加

当中間会
計期間
減少

当中間会
計期間末

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

（注）会社法施行前に付与されたストック・オプションであるため残高はありません。

３．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12月21日

定時株主総会
普通株式 45,500 2,000 平成19年９月30日 平成19年12月25日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30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

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 10,400 12,350 － 22,750

合計 10,400 12,350 － 22,750

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加12,350株は、株式分割による増加10,400株、新株予約権の権利行使による新株の

発行による増加1,950株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数 
当事業年度
末残高前事業

年度末
当事業年
度増加

当事業年
度減少

当事業年
度末

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

（注）１.会社法施行前に付与されたストック・オプションであるため残高はありません。

２.上記の新株予約権の目的となる株式の種類並びに新株予約権の目的となる株式の数については、（ストック・オ

プション等関係）に記載しております。
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３．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12月22日

定時株主総会
普通株式 20,800 2,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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12月21日

定時株主総会
普通株式 45,500  利益剰余金 2,000 平成19年９月30日 平成19年12月25日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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

※　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

※　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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19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 同左
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．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（借主側）

(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（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．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（借主側）

(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

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 315,000 119,849 － 195,150

有形固
定資産
その他

62,681 28,877 1,550 32,253

無形固
定資産

11,079 10,146 － 933

合計 388,761 158,872 1,550 228,337

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

建物 315,000 136,112 178,887

有形固
定資産
その他

51,379 26,024 25,354

無形固
定資産

3,271 545 2,726

合計 369,650 162,682 206,968

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)

期末残
高相当
額
(千円)

建物 315,000 127,980 － 187,019

有形固
定資産
その他

54,173 26,237 1,550 26,384

無形固
定資産

8,071 4,884 － 3,186

合計 377,244 159,102 1,550 216,590

(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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 19,711千円

１年超 294,688千円

合計 314,400千円

１年内 19,196千円

１年超 280,707千円

合計 299,904千円

１年内 18,932千円

１年超 288,008千円

合計 306,940千円

リース資産減損勘定の

残高
501千円

  リース資産減損勘定の

残高
156千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(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

支払リース料 35,863千円

リース資産減損勘定の

取崩額
344千円

減価償却費相当額 15,873千円

支払利息相当額 24,484千円

支払リース料 33,524千円

リース資産減損勘定の

取崩額
156千円

減価償却費相当額 13,839千円

支払利息相当額 23,854千円

支払リース料 70,789千円

リース資産減損勘定の

取崩額
689千円

減価償却費相当額 30,892千円

支払利息相当額 48,679千円

  

(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

(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

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引（借主

側） 

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引（借主

側） 

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引（借主

側）  

未経過リース料

１年内 281,530千円

１年超 3,016,668千円

合計 3,298,199千円

１年内 214,809千円

１年超 2,031,307千円

合計 2,246,116千円

１年内 213,253千円

１年超 2,106,374千円

合計 2,319,628千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19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 623 436 △187

合計 623 436 △187

当中間会計期間末（平成20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 575 381 △194

合計 575 381 △194

(注)　当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について47千円減損処理を行なっております。なお、

減損処理にあたっては、中間会計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全て減損処理を行

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額につい

て減損処理を行なっております。

前事業年度末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 623 423 △200

合計 623 423 △200

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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 同左

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）

 該当事項はありません。

 

 当中間会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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 前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

 １．当事業年度において存在したストック・オプションの内容

 決議年月日  平成16年12月15日

 付与対象者の区分及び人数

 当社取締役　　　　　　　　６名 

 当社監査役　　　　　　　　１名

 当社従業員　　　　　　　　11名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）
 普通株式　　　　　　　 2,000株

 付与日  平成17年１月19日

 権利確定条件

 　当社、当社子会社または当社の関係会社の役員

または従業員であることを要する。ただし、任期

満了による退任、定年退職その他正当な理由のあ

る場合ならびに当社取締役会が特に認めたものに

ついてはこの限りでない。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間 平成19年１月20日～平成26年９月30日

 権利行使価格 25,000 円

 付与日における公正な評価単価 －

 （注）１．平成18年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成19年２月１日において、１株を２株とする株式

分割を実施しているため、ストック・オプション数及び権利行使価格は分割後の数値によっておりま

す。

２．株式数に換算して記載しております。
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（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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 同左

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 43,878.14円

１株当たり中間純利益金

額
6,134.07円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
5,783.44円

１株当たり純資産額 52,027.03円

１株当たり中間純利益金

額
7,768.87円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
7,757.17円

１株当たり純資産額 46,258.02円

１株当たり当期純利益金

額
8,378.23円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
8,134.60円

　当社は、平成19年２月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

　 　当社は、平成19年２月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額

40,406.96円 

１株当たり当期純利益金額

 4,993.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

 4,604.32円

前事業年度

１株当たり純資産額

40,406.96円 

１株当たり当期純利益金額

 4,993.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

 4,604.32円

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

 純資産の部の合計額（千円） 998,227 1,183,614 1,052,369

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円）
998,227 1,183,614 1,052,369

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株）

22,750 22,750 22,750
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２．１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、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自 平成18年10月１日
至 平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 129,876 176,741 184,026

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
129,876 176,741 184,026

期中平均株式数（株） 21,173 22,750 21,964

    

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額 

   

普通株式増加数（株） 1,284 34 658

 （うち新株予約権） (1,284) (34) (658)

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

────── ────── ──────

－ 26 －



（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．平成19年４月27日開催の取締役会

の決議に基づき、同年５月１日、下

記物件について不動産売買契約を締

結し、同日付で売買代金の決済及び

引渡を完了いたしました。

 (1)　目的

当社の葬儀会館ティア豊橋は、現在

賃借中でありますが、長期的視野にお

いて経済的合理性を鑑み、これらを自

社資産として管理・運営することで、

コストの削減、効率化が図れるものと

判断し、購入することを決定いたしま

した。

(2)　売買の相手方：株式会社フリー

ダム

(3)　不動産の種類

 ティア豊橋：愛知県豊橋市向山大池

町７番16、17

土　　　地：  608.70㎡

店舗用建物：　796.42㎡

(4)　取得価額

 ティア豊橋

土     地：金 90,000千円

建     物：金100,000千円（税

抜）

２．平成19年６月１日開催の取締役会

の決議に基づき、同年６月５日、下

記物件について不動産売買契約を締

結し、同日付で売買代金の決済及び

引渡を完了いたしました。

 (1)　目的

　当社の葬儀会館ティア浄心、ティ

ア甚目寺及びティア豊橋南は、現在

賃借中でありますが、長期的視野に

おいて経済的合理性を鑑み、これら

を自社資産として管理・運営するこ

とで、コストの削減、効率化が図れ

るものと判断し、購入することを決

定いたしました。

(2)　売買の相手方：株式会社夢現

────────
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前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 (3)　不動産の種類

 ティア浄心：愛知県名古屋市西区

上名古屋二丁目2202

番１

土　　　地：　 666.92㎡

店舗用建物： 1,005.80㎡

 ティア甚目寺：愛知県海部郡甚目

寺町大字坂牧字坂

塩122番、123番、

124番１、125番１

土　　　地：   726.81㎡

店舗用建物：　 598.88㎡

 ティア豊橋南：愛知県豊橋市牧野

町158番3、12

土　　　地： 1,697.50㎡

店舗用建物：　 809.52㎡

  

(4)　取得価額

 ティア浄心

土     地：金187,400千円

建     物：金133,800千円（税

抜）

 ティア甚目寺

土     地：金 70,000千円

建     物：金 62,000千円（税

抜）

 ティア豊橋南

土     地：金140,700千円

建     物：金 62,800千円（税

抜）
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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）受注実績

 　　 該当事項はありません。

(3）販売実績

 当中間会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前中間会計期間
 （千円）

（自 平成18年10月１日

  至 平成19年３月31日）

当中間会計期間
 （千円）

（自 平成19年10月１日

  至 平成20年３月31日）

 前事業年度
 （千円）

（自 平成18年10月１日

  至 平成19年９月30日）

前年同期比（％）

葬祭事業 2,699,889 3,064,869 5,207,678 113.5

フランチャイズ事業 16,379 12,631 59,809 77.1

合計 2,716,268 3,077,501 5,267,487 113.3

 　(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

 　　　 当中間会計期間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。

地域

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

 前事業年度
（自　平成18年10月１日 

至　平成19年９月30日） 

会館数 施行件数（件） 会館数 施行件数（件） 会館数 施行件数（件）

名古屋市内 14 1,348 14 1,562 14 2,638

愛知県内

（名古屋市内を含まず）
6 511 7 591 6 970

愛知県外 1 31 1 55 1 72

 合計 21 1,890 22 2,208 21 3,680
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