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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 2,543 ― △22 ― 12 ― △8 ―
20年3月期第1四半期 2,457 9.8 193 84.3 228 81.2 129 116.1

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 △1.28 ―
20年3月期第1四半期 19.86 19.76

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 34,461 3,178 9.2 487.87
20年3月期 34,818 3,278 9.4 506.17

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,178百万円 20年3月期  3,278百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 5,300 ― 150 ― 240 ― 140 ― 21.55
通期 11,600 13.5 870 43.8 1,040 35.9 720 87.5 110.79

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 
 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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  6,820,000株 20年3月期  6,820,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  304,940株 20年3月期  342,740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  6,479,252株 20年3月期第1四半期  6,532,850株
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・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１四半期売上高は、ホテル事業（ホテル・ブライダル事業）、式典事業（葬祭・法要事業）とも順調

に推移し、全体では前年同期比3.5％増の2,543百万円となりました。

ホテル事業は、新商品の導入・メニューの改定やスタッフの企画提案力の向上に努めたことにより、婚礼

施行単価は前年同期比6.9%増、売上高は前年同期比5.2％増の988百万円となりました。

式典事業は、 (株)第一互助センターの会員権利義務譲受けの効果もあり、葬儀施行件数は前年同期比6.5

％増、売上高は前年同期比2.5％増の1,435百万円となりました。

その他の事業（介護事業、メンバーズシステム（互助会）事業他）は、売上高は前年同期比2.2％増の120

百万円となりました。

営業費用は、 (株)第一互助センターの会員権利義務譲受けに伴うのれん償却費、有料老人ホーム「サン

ガーデン湘南」の開設に伴う減価償却費の計上等により、前年同期比9.5％増の2,039百万円となりました。

これらの結果、営業損失は22百万円、経常利益は前年同期比94.3％減の12百万円、四半期純損失は８百万

円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第1四半期末の総資産は前年同期末に比べ、2,859百万円増加し34,452百万円となりました。(株)第一

互助センターの会員権利義務譲受けに伴い、のれんの計上等により無形固定資産が2,397百万円増加し

2,716百万円となりました。また有料老人ホーム建設等により有形固定資産は1,336百万円増加し、16,617

百万円となりました。一方、負債・純資産は、主に(株)第一互助センターの会員権利義務譲受けに伴う前

払式特定取引前受金の増加により固定負債が2,866百万円増加し負債合計が29,559百万円に、純資産は185

百万円減少し3,178百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第1四半期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、現時点では平成20年5月9日に公表い

たしました当期連結業績予想はそのまま据え置くことといたします。

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
（簡便な会計処理）

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。

② 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、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出する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げを行う方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

該当事項はありません。
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(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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による

簿価の切下げの方法）に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合と比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響はありません。
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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 4,351,713 4,662,877

売掛金 290,216 350,918

有価証券 89,694 89,612

商品及び製品 33,911 30,706

原材料及び貯蔵品 67,120 67,710

その他 405,814 407,123

貸倒引当金 △3,652 △5,297

流動資産合計 5,234,817 5,603,649

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,590,351 7,616,922

土地 8,282,502 8,282,502

その他 753,714 724,283

有形固定資産合計 16,626,569 16,623,709

無形固定資産

のれん 2,235,705 2,294,027

その他 480,506 417,379

無形固定資産合計 2,716,211 2,711,407

投資その他の資産

供託金 3,964,486 3,964,476

その他 6,026,294 6,007,529

貸倒引当金 △106,710 △91,872

投資その他の資産合計 9,884,069 9,880,132

固定資産合計 29,226,850 29,215,249

資産合計 34,461,667 34,818,899

― 4 ―
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（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

買掛金 545,934 613,114

未払金 669,583 728,848

未払法人税等 5,419 234,241

引当金 81,308 126,159

その他 421,467 272,536

流動負債合計 1,723,713 1,974,901

固定負債

前払式特定取引前受金 28,998,303 29,018,271

引当金 162,050 472,132

その他 399,101 75,028

固定負債合計 29,559,455 29,565,432

負債合計 31,283,169 31,540,333

純資産の部

株主資本

資本金 610,000 610,000

資本剰余金 236,733 236,733

利益剰余金 2,911,158 3,034,785

自己株式 △328,543 △370,858

株主資本合計 3,429,348 3,510,660

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △250,850 △232,094

評価・換算差額等合計 △250,850 △232,094

純資産合計 3,178,498 3,278,565

負債純資産合計 34,461,667 34,818,899
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 2,543,671

売上原価 2,039,613

売上総利益 504,058

販売費及び一般管理費合計 526,897

営業損失（△） △22,838

営業外収益

受取配当金 18,274

前受金月掛中断収入 22,492

その他 41,755

営業外収益合計 82,522

営業外費用

不動産賃貸費用 5,985

投資有価証券評価損 26,169

前受金復活損失引当金繰入額 13,696

その他 849

営業外費用合計 46,702

経常利益 12,982

特別損失

固定資産除売却損 5,933

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,512

特別損失合計 9,445

税金等調整前四半期純利益 3,536

法人税、住民税及び事業税 3,322

法人税等調整額 8,535

法人税等合計 11,858

四半期純損失（△） △8,322

― 6 ―
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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

該当事項なし

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

ホテル事業
(千円)

式典事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

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

998,031 1,435,015 120,624 2,543,671 ― 2,543,671

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

16,887 ― 131,130 148,017 (148,017) ―

計 1,004,918 1,435,015 251,755 2,691,689 (148,017) 2,543,671

　 営業利益 81,014 268,509 (91,805) 257,718 (280,556) (22,838)

(注) １ 事業区分は、売上の集計区分によっております。

２ 各事業区分に含まれる主な営業店舗、事業等

(1)ホテル事業・・・ホテルサンライフガーデン、八王子ホテルニューグランド、ザ・ウイングス

(2)式典事業・・・・斎場 平塚斎場、伊勢原総合ホール、西湘ホール、小田原総合ホール、

しぶさわホール、サン・ライフ サカエヤ・ホール、相模斎場、

大和総合ホール、橋本総合ホール、町田総合ホール、座間ホール、

八王子総合ホール、南多摩総合ホール、高倉総合ホール

仏壇店 平塚仏壇店、相模原仏壇店、八王子仏壇店

エンバーミング（ご遺体衛生保全）

(3)その他の事業・・介護事業、互助会会員募集、婚礼葬儀施行斡旋事業、ファイナンシャル・サポート・サービ

ス、有料老人ホーム事業他

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考資料」

前第１四半期にかかる財務諸表

(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（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

（単位：百万円）

科目

前年同四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 2,457

Ⅱ 売上原価 1,862

　 売上総利益 594

Ⅲ 販売費及び一般管理費 401

　 営業利益 193

Ⅳ 営業外収益 51

Ⅴ 営業外費用 16

　 経常利益 228

Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 4

　 税金等調整前四半期純利益 226

　 税金費用 97

　 四半期純利益 129

(2)(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

ホテル事業
(百万円)

式典事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社

(百万円)
連結(百万円)

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

939 1,399 118 2,457 ― 2,457

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

25 ― 521 547 △547 ―

計 965 1,399 639 3,004 △547 2,457

　 営業費用 922 1,121 532 2,576 △313 2,263

　 営業利益 42 278 107 427 △234 193
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