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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 11,212 ― 692 ― 527 ― 165 ―

20年3月期第2四半期 11,040 3.6 754 27.8 607 41.8 235 35.2

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2四半期 9.25 ―

20年3月期第2四半期 13.20 13.17

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2四半期 23,465 6,025 25.6 336.14
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2四半期  6,002百万円 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  

平成21年３月期第２四半期の配当原資は、資本剰余金であります。詳細は、２ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。  

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 ― 0.00 ― 3.75 3.75
21年3月期 ― 3.75 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 21,467 △2.0 1,080 △4.3 742 △6.9 145 △73.1 8.12

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、４ページ【定性的情報・財務情報等】 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、４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．平成20年５月20日の決算発表時に公表いたしました連結業績予想を修正しております。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2四半期  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2四半期  157,552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2四半期  17,857,190株 20年3月期第2四半期  17,858,332株
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

 平成 21 年３月第２四半期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする内訳は以下のとおりであります。 

基準日 第２四半期末 

１株当たり配当金 ３円 75 銭 

配当金総額 66,963 千円 

 （注）純資産減少割合 0.013 
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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２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)におけるわが国の経済環境は、世界的な金融

不安の影響による株価の大幅な下落や、急激な円高、原材料価格の高騰などによる景気後退感の強まりや先行き不

透明感から、個人消費の冷え込みが一層強まってまいりました。 

 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るとともに、お盆商戦に向けた販売体制を競争相手に先駆けて整える等、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前年同期を上回る実績となり、112億12百万円(前年同期比 1.6％増)となりまし

た。 

 営業利益につきましては、葬儀紹介事業の認知度向上のための広告費や企業提携販売の増加に伴い販売手数料が

増加したことなどによって６億92百万円(前年同期比 8.3％減)となり、経常利益につきましては５億27百万円(前年

同期比13.2％減)、四半期純利益につきましては、１億65百万円(前年同期比30.0％減)となりました。 

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２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ７億17百万円増加して234億65百万

円、負債合計は７億19百万円増加して174億39百万円、純資産は１百万円減少して60億25百万円となり、自己資本

比率は25.6％となりました。 

 主な内容としては、流動資産は、現金及び預金やたな卸資産の減少により、前連結会計年度末に比べ３億36百

万円減少し、85億99百万円となりました。 

 固定資産は、墓石販売に伴う建墓権を確保するために営業保証金を増加させたことなどにより、前連結会計年

度末に比べ10億54百万円増加し、148億65百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ３億59百万円減少し、90億９百

万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ10億79百万円増加し、84億30百万円となりまし

た。 

 純資産は、四半期純利益を計上したものの、その他有価証券評価差額金の減少により、前連結会計年度末に比

べ１百万円減少し、60億25百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、２億

85百万円減少して31億65百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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） 

 営業活動の結果得られた資金は、４億62百万円(前年同期比40.3％減)となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益４億91百万円を計上したことや、減価償却費１億29百万円やたな卸資産

の減少94百万円などの増加要因及び仕入債務の減少額２億41百万円などの減少要因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） 

 投資活動の結果使用した資金は、16億40百万円(前年同期は６億24百万円の支出)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20億38百万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、８億91百万円(前年同期は１億71百万円の支出)となりました。 

 これは主に、借入れによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

 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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

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、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。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ13,662千円減少しておりま

す。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期をわずかながら上回ったものの、世界的な金融不安の影響による

株価の下落や急激な円高などによる先行きの不透明感から販売単価が伸び悩み、当初計画を下回る結果となりまし

た。 

 第３四半期以降につきましては、本業事業である宗教用具関連事業は前連結会計年度対比で増収の見通しでありま

すが、世界経済の減速や欧米における金融危機の深刻化など、景気は当面低迷し、販売単価の伸び悩みが予想される

ことなどから売上高は当初予想を６億85百万円引き下げた214億67百万円を見込んでおります。 

 この結果、通期の売上高は前連結会計年度をわずかながら下回る減収予想となりますが、これは当第２四半期中に

非本業事業であるホームセンター事業の営業を終了したことも大きく影響しております。 

 一方で、上半期に引き続いて経費の効率的な支出に努めますので、営業利益につきましては前回予想を34百万円、

経常利益につきましては前回予想を37百万円、それぞれ上回るものと予想しております。 

 当期純利益につきましては、宗教用具関連事業において店舗改装に伴う固定資産の除却損失が見込まれることなど

により、前回予想を29百万円下回る１億45百万円を予想しております。 

 なお、平成20年５月20日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は次のとおりであります。 

（通期） 

  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 

前回発表予想（Ａ） 22,152 1,046 704 173 9 73 

今回修正予想（Ｂ） 21,467 1,080 742 145 8 12 

増減額（Ｂ－Ａ） △685 34 37 △29 － 

増減率（％） △3.1 3.2 5.3 △16.6 － 

前期実績 21,895 1,128 797 538 30 15 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,512,648 3,809,497

受取手形及び売掛金 615,377 667,674

商品及び製品 3,242,171 3,303,568

仕掛品 85,226 110,263

原材料及び貯蔵品 93,304 100,992

繰延税金資産 165,817 168,597

その他 898,243 793,394

貸倒引当金 △12,960 △17,843

流動資産合計 8,599,827 8,936,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,101,130 1,089,430

造作(純額) 662,885 669,888

機械装置及び運搬具（純額） 17,630 12,608

土地 1,273,846 1,314,934

建設仮勘定 2,929 －

その他（純額） 381,669 363,012

有形固定資産合計 3,440,092 3,449,873

無形固定資産 117,734 118,627

投資その他の資産   

投資有価証券 946,877 1,124,908

長期貸付金 472,228 345,968

繰延税金資産 841,726 1,033,606

営業保証金 6,322,387 4,965,226

差入保証金 2,359,635 2,430,469

その他 1,020,998 968,807

貸倒引当金 △655,881 △625,886

投資その他の資産合計 11,307,973 10,243,100

固定資産合計 14,865,800 13,811,601

資産合計 23,465,628 22,747,746
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,510,154 1,752,062

短期借入金 5,774,219 5,828,171

未払金 463,525 486,099

未払法人税等 109,440 145,134

賞与引当金 195,098 193,664

その他 956,822 963,852

流動負債合計 9,009,260 9,368,984

固定負債   

長期借入金 7,235,700 6,220,406

退職給付引当金 608,174 596,905

役員退職慰労引当金 331,008 322,555

その他 255,703 211,537

固定負債合計 8,430,586 7,351,404

負債合計 17,439,846 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 729,212 630,988

自己株式 △69,240 △69,129

株主資本合計 6,072,976 5,974,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,718 41,152

為替換算調整勘定 △27,805 △11,985

評価・換算差額等合計 △70,523 29,166

新株予約権 23,328 23,328

純資産合計 6,025,781 6,027,357

負債純資産合計 23,465,628 22,747,746
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 11,212,337

売上原価 4,716,238

売上総利益 6,496,098

販売費及び一般管理費  

販売促進費 521,789

給料及び賞与 1,942,084

賞与引当金繰入額 161,237

退職給付費用 89,793

役員退職慰労引当金繰入額 11,602

福利厚生費 462,588

賃借料 760,247

その他 1,854,727

販売費及び一般管理費合計 5,804,071

営業利益 692,026

営業外収益  

受取利息 7,540

受取配当金 6,293

為替差益 14,303

その他 37,999

営業外収益合計 66,136

営業外費用  

支払利息 160,137

持分法による投資損失 16,198

貸倒引当金繰入額 32,222

その他 22,023

営業外費用合計 230,581

経常利益 527,582

特別利益  

固定資産売却益 6,881

貸倒引当金戻入額 17,250

特別利益合計 24,132

特別損失  

固定資産除売却損 14,159

減損損失 4,274

投資有価証券評価損 8,494

退職特別加算金 33,663

特別損失合計 60,592

税金等調整前四半期純利益 491,122

法人税、住民税及び事業税 78,389

法人税等調整額 247,543

法人税等合計 325,933

四半期純利益 165,189
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,680,788

売上原価 2,859,755

売上総利益 3,821,033

販売費及び一般管理費  

販売促進費 285,035

給料及び賞与 995,779

賞与引当金繰入額 74,668

退職給付費用 45,295

役員退職慰労引当金繰入額 6,044

福利厚生費 231,474

賃借料 379,329

その他 933,327

販売費及び一般管理費合計 2,950,954

営業利益 870,079

営業外収益  

受取利息 6,289

受取配当金 245

その他 14,148

営業外収益合計 20,683

営業外費用  

支払利息 81,724

持分法による投資損失 13,948

為替差損 9,989

貸倒引当金繰入額 20,999

その他 12,575

営業外費用合計 139,238

経常利益 751,523

特別利益  

貸倒引当金戻入額 767

特別利益合計 767

特別損失  

固定資産除売却損 5,777

減損損失 4,274

投資有価証券評価損 8,309

退職特別加算金 33,663

特別損失合計 52,025

税金等調整前四半期純利益 700,265

法人税、住民税及び事業税 42,563

法人税等調整額 317,759

法人税等合計 360,323

四半期純利益 339,942
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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利益 491,122

減価償却費 129,373

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,112

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,433

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,268

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,453

受取利息及び受取配当金 △13,834

支払利息 160,137

投資有価証券評価損益（△は益） 8,494

固定資産売却損益（△は益） △6,881

減損損失 4,274

有形固定資産除却損 14,159

為替差損益（△は益） △23,415

持分法による投資損益（△は益） 16,198

売上債権の増減額（△は増加） 52,296

たな卸資産の増減額（△は増加） 94,122

その他の流動資産の増減額（△は増加） 27,756

仕入債務の増減額（△は減少） △241,907

未払金の増減額（△は減少） △22,612

その他の流動負債の増減額（△は減少） △32,930

その他 5,161

小計 707,782

利息及び配当金の受取額 13,379

利息の支払額 △151,229

法人税等の支払額 △107,858

営業活動によるキャッシュ・フロー 462,073

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 △12,000

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 △130,604

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 482

貸付けによる支出 △283,000

貸付金の回収による収入 18,690

営業保証金の支出 △2,038,420

営業保証金の回収による収入 681,258

差入保証金の差入による支出 △15,688

差入保証金の回収による収入 86,522

投資その他の資産の増減額（△は増加） △47,746
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

その他の固定負債の増減額(△は減少) 13,949

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,640,528

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） △433,901

長期借入れによる収入 3,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,904,757

自己株式の純増減額（△は増加） △110

割賦債務の返済による支出 △2,903

配当金の支払額 △66,925

財務活動によるキャッシュ・フロー 891,402

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △285,848

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 3,165,648
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（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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   11,040,476 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,602,898 41.7 

売上総利益   6,437,578 58.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,683,260 51.5 

営業利益   754,317 6.8 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 7,524     

２．受取配当金 8,718     

３．その他 34,735 50,978 0.5 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 159,958     

２．持分法による投資損失 6,060     

３．為替差損 1,305     

４．貸倒引当金繰入額 9,616     

５．その他 20,621 197,562 1.8 

経常利益   607,733 5.5 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 73,534     

２．貸倒引当金戻入益 10,377 83,911 0.7 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却・除却損 5,254     

２．減損損失 136,772     

３．投資有価証券評価損 5,732 147,759 1.3 

税金等調整前中間純利益   543,884 4.9 

法人税、住民税及び事業
税 57,162     

法人税等調整額 250,831 307,994 2.8 

中間純利益   235,890 2.1 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

１．税金等調整前中間純利益 543,884 

２．減価償却費 106,218 

３．貸倒引当金の増減額 4,034 

４．賞与引当金の増減額 11,212 

５．退職給付引当金の増減額 4,453 

６．役員退職慰労引当金の 
  増減額 8,655 

７．受取利息及び受取配当金 △16,242 

８．支払利息 159,958 

９．投資有価証券売却損益 △73,534 

10．投資有価証券評価損 5,732 

11．固定資産売却・除却損 5,254 

12．減損損失 136,772 

13．為替差損益 10,213 

14．持分法による投資損益 6,060 

15．売上債権の増減額 △109,137 

16．たな卸資産の増減額 △123,904 

17．その他流動資産の増減額 30,262 

18．仕入債務の増減額 136,612 

19．未払金の増減額 △17,474 

20．その他流動負債の増減額 171,405 

21．役員賞与の支払額 △4,894 

22．その他 4,641 

小計 1,000,185 

23．利息及び配当金の受取額 16,376 

24．利息の支払額 △158,513 

25．法人税等の支払額 △83,720 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 774,328 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  

１．定期預金の預入による 
  支出 

△302,000 

２．定期預金の払戻による 
  収入 311,000 

３．有形固定資産の取得に 
  よる支出 

△266,641 

４．投資有価証券の取得に 
  よる支出 

△19,980 

５．投資有価証券の売却に 
  よる収入 170,261 

６．貸付けによる支出 △50,000 

７．貸付金の回収による 
  収入 2,297 

８．営業保証金の支出 △963,926 

９．営業保証金の回収に 
  よる収入 466,555 

10．差入保証金の増減額 31,178 

11．その他投資の増減額 △26,220 

12．その他長期負債の 
  増減額 22,991 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△624,483 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１．短期借入金の純増減額 △353,600 

２．長期借入れによる収入 2,162,000 

３．長期借入金の返済によ 
  る支出 

△1,912,496 

４．自己株式の純増減額 △497 

５．配当金の支払額 △66,943 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△171,537 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△926 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

△22,620 

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中間
期末残高 

3,559,590 
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