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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 4,531 ― △178 ― △223 ― △174 ―

20年3月期第1四半期 4,713 7.5 0 ― △52 ― △80 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △9.78 ―

20年3月期第1四半期 △4.50 ―

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

21年3月期第1四半期 22,799 5,769 25.2 321.79
20年3月期 22,747 6,027 26.4 336.22

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,746百万円 20年3月期  6,004百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.75 3.75
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.75 ― 3.75 7.50

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同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 11,437 3.6 469 △37.8 308 △49.3 57 △75.8 3.19
通期 22,152 1.2 1,046 △7.3 704 △11.6 173 △67.7 9.73

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異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況
の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  18,014,376株 20年3月期  18,014,376株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  157,073株 20年3月期  157,019株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  17,857,354株 20年3月期第1四半期  17,858,836株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)におけるわが国の経済環境は、資源や原材料

価格の高騰に伴う物価の上昇や米国サブプライムローンに端を発した景気の減速感等の影響から企業収益や個人消

費が伸び悩むなど、先行に一層の不透明感が広がってまいりました。　  　　

宗教用具関連業界におきましても、原材料費の高騰や消費低迷が大きな影響を及ぼすなど総じて厳しい環境の下

で推移いたしました。

このような厳しい情勢の中で当企業グループは、地域性に応じた営業体制の強化と営業マネジメントの強化など

によって集客強化と顧客発掘に努め、シェア拡大を図ってまいりました。

この結果、売上高につきましては、主力事業である宗教用具関連事業の小売部門の業績は前年同期を上回る実績

となりましたが、前年同期は製造部門の㈱はせがわ美術工芸にて大型工事の売上計上があったことなどから、45億

31百万円(前年同期比3.9％減)となりました。

営業損益につきましては、売上高の減少や新規事業の認知向上のための広告費の増加などによって１億78百万円

の営業損失(前年同期は若干の営業損失)となり、経常損益につきましては２億23百万円の経常損失(前年同期は経常

損失52百万円)、四半期純損益につきましては、１億74百万円の四半期純損失(前年同期は四半期純損失80百万円)と

なりました。

なお、当企業グループ売上高の９割を占める宗教用具関連事業の売上高は季節性が高く、お盆と秋のお彼岸を迎

える第２四半期(７月から９月まで)と春のお彼岸を迎える第４四半期(１月から３月まで)の割合が高くなっており

ます。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　(1) 財政状態の変動状況

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加して227億99百万円、負債合計は３億９

百万円増加して170億29百万円、純資産は２億57百万円減少して57億69百万円となり、自己資本比率は25.2％となり

ました。

主な内容としては、流動資産は、お盆に向けての商品の増加などがありましたが、現金及び預金の減少により、

前連結会計年度末に比べ６億17百万円減少し、83億19百万円となりました。

固定資産は、墓石販売に伴う建墓権を確保するための営業保証金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ６

億68百万円増加し、144億80百万円となりました。

流動負債は、短期借入金による増加や宗教用具関連事業の小売部門における堅調な受注によって流動資産その他

の前受金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ４億98百万円増加し、98億67百万円となりました。

固定負債は、長期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ１億89百万円減少し、71億62百万円となりまし

た。

純資産は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ２億57百万円減少し、57億69百万円となりま

した。

　(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、10億37

百万円減少して24億14百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、３億67百万円(前年同期は93百万円の収入)となりました。

これは主に、その他流動負債(前受金など)の増加額２億89百万円などの増加要因があったものの、税金等調整前

四半期純損失２億９百万円の計上に加え、たな卸資産の増加４億51百万円などの支出要因があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、７億３百万円(前年同期は４億37百万円の支出)となりました。

これは主に、墓石販売に伴う建墓権を確保するための営業保証金８億53百万円の支出などがあったためでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、31百万円(前年同期は13億18百万円の獲得)となりました。

これは主に、借入れによるものであります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、当企業グループの売上高の大半を占める宗教用具関連事業の小売部

門の受注状況が堅調に推移していることもあり、第２四半期連結累計期間及び通期ともに前回(平成20年５月20日)

公表いたしました予想に変更はありません。　

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異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 ① たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

（３）四半期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

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月

５日)が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により算

定しております。

これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ11,631千円増加しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,755,032 3,809,497

受取手形及び売掛金 517,841 667,674

商品 3,339,461 2,916,523

製品 390,021 387,044

原材料 80,783 80,143

仕掛品 156,359 110,263

繰延税金資産 210,500 168,597

その他 882,392 814,243

貸倒引当金 △13,280 △17,843

流動資産合計 8,319,112 8,936,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,115,194 1,089,430

造作(純額) 675,498 669,888

機械装置及び運搬具（純額） 18,402 12,608

土地 1,273,846 1,314,934

その他（純額） 390,467 363,012

有形固定資産合計 3,473,410 3,449,873

無形固定資産   

無形固定資産合計 118,368 118,627

投資その他の資産   

投資有価証券 1,105,596 1,124,908

長期貸付金 398,016 345,968

繰延税金資産 1,062,305 1,033,606

営業保証金 5,571,215 4,965,226

差入保証金 2,392,956 2,430,469

その他 1,002,120 968,807

貸倒引当金 △643,879 △625,886

投資その他の資産合計 10,888,331 10,243,100

固定資産合計 14,480,111 13,811,601

資産合計 22,799,224 22,747,746



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,637,475 1,752,062

短期借入金 6,171,813 5,828,171

未払金 437,518 486,099

未払法人税等 53,286 145,134

賞与引当金 295,351 193,664

その他 1,271,769 963,852

流動負債合計 9,867,214 9,368,984

固定負債   

長期借入金 5,969,519 6,220,406

退職給付引当金 601,001 596,905

役員退職慰労引当金 328,113 322,555

その他 263,727 211,537

固定負債合計 7,162,362 7,351,404

負債合計 17,029,576 16,720,388

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,915,768 3,915,768

資本剰余金 1,497,235 1,497,235

利益剰余金 389,269 630,988

自己株式 △69,140 △69,129

株主資本合計 5,733,133 5,974,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,740 41,152

為替換算調整勘定 △40,554 △11,985

評価・換算差額等合計 13,185 29,166

新株予約権 23,328 23,328

純資産合計 5,769,647 6,027,357

負債純資産合計 22,799,224 22,747,746



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,531,548

売上原価 1,856,483

売上総利益 2,675,065

販売費及び一般管理費  

販売促進費 236,754

給料及び賞与 946,304

賞与引当金繰入額 86,568

退職給付費用 44,498

役員退職慰労引当金繰入額 5,558

福利厚生費 231,114

賃借料 380,918

その他 921,400

販売費及び一般管理費合計 2,853,117

営業損失（△） △178,052

営業外収益  

受取利息 1,250

受取配当金 6,048

為替差益 24,293

その他 23,850

営業外収益合計 55,443

営業外費用  

支払利息 78,412

持分法による投資損失 2,249

貸倒引当金繰入額 11,222

その他 9,447

営業外費用合計 101,332

経常損失（△） △223,941

特別利益  

固定資産売却益 6,881

貸倒引当金戻入額 16,482

特別利益合計 23,364

特別損失  

固定資産除売却損 8,381

投資有価証券評価損 185

特別損失合計 8,566

税金等調整前四半期純損失（△） △209,143

法人税、住民税及び事業税 35,825

法人税等調整額 △70,215

法人税等合計 △34,389

四半期純損失（△） △174,753



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △209,143

減価償却費 62,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,430

賞与引当金の増減額（△は減少） 101,687

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,096

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,558

受取利息及び受取配当金 △7,299

支払利息 78,412

投資有価証券評価損益（△は益） 185

固定資産売却損益（△は益） △6,881

有形固定資産除却損 8,381

為替差損益（△は益） △43,008

持分法による投資損益（△は益） 2,249

売上債権の増減額（△は増加） 149,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △451,801

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12,071

仕入債務の増減額（△は減少） △114,586

未払金の増減額（△は減少） △54,326

その他の流動負債の増減額（△は減少） 289,974

その他 △15,022

小計 △198,082

利息及び配当金の受取額 6,882

利息の支払額 △66,768

法人税等の支払額 △109,992

営業活動によるキャッシュ・フロー △367,961

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 △6,000

定期預金の払戻による収入 23,000

有形固定資産の取得による支出 △91,795

有形固定資産の売却による収入 63,028

投資有価証券の売却による収入 228

貸付けによる支出 △98,000

貸付金の回収による収入 3,262

営業保証金の支出 △853,700

営業保証金の回収による収入 247,710

差入保証金の差入による支出 △11,220

差入保証金の回収による収入 48,734

投資その他の資産の増減額（△は増加） △37,426

その他の固定負債の増減額(△は減少) 9,084



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △703,093

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 255,499

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △862,744

自己株式の純増減額（△は増加） △11

割賦債務の返済による支出 △157

配当金の支払額 △61,219

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,037,465

現金及び現金同等物の期首残高 3,451,497

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,414,032



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
　　第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,713,820

Ⅱ　売上原価 1,977,673

売上総利益 2,736,146

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,737,077

営業損失(△) △931

Ⅳ　営業外収益 41,007

１　受取利息 2,621

２　受取配当金　 8,389

３　その他　 29,996

Ⅴ　営業外費用 92,360

１　支払利息 74,872

２　持分法による投資損失　 9,051

３　その他　 8,435

経常損失(△) △52,284

Ⅵ　特別損失 2,824

　　固定資産売却・除却損 2,824

税金等調整前四半期純損失(△) △55,108

法人税、住民税及び事業税 32,200

法人税等調整額 △6,821

四半期純損失(△) △80,487



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失　 △55,108

減価償却費 51,932

引当金の増減額　 119,902

受取利息及び受取配当金　 △11,011

支払利息　 74,872

売上債権の増減額 △35,100

たな卸資産の増減額　 △378,847

仕入債務の増減額　 229,009

その他　 238,165

小計 233,814

利息及び配当金の受取額　 9,118

利息の支払額　 △64,417

法人税等の支払額　 △84,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,881

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　 △245,331

貸付金の回収による収入　 1,052

営業保証金の支出　 △665,226

営業保証金の回収による収入　 464,090

その他 7,777

投資活動によるキャッシュ・フロー △437,636

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額　 869,000

長期借入れによる収入　 1,390,000

長期借入金の返済による支出　 △885,143

自己株式の純増減額　 △146

配当金の支払額　 △55,259

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,318,450

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,849

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 976,545

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,582,210

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,558,756
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