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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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 
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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）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 4,833 ― △303 ― △419 ― △426 ―

20年３月期第２四半期 4,740 11.5 186 109.7 327 24.8 109 △48.4

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 △65 66 ― ―
20年３月期第２四半期 16 89 16 80

 (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

21年３月期第２四半期 34,138 2,922 8.6 448 63

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２四半期 2,922百万円 20年３月期 3,278百万円

2. 配当の状況

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 ― 15 00 ― ―
30 00

21年３月期(予想) ― ― ― 15 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）

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 11,300 10.5 540 △10.7 500 △34.5 100 △73.9 15 39
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  [(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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  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. 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

  [新規  ―社 (社名          )  除外  ―社 (社名          )]

(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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年３月期第２四半期 6,820,000株 20年３月期 6,820,000株

21年３月期第２四半期 304,940株 20年３月期 342,740株

21年３月期第２四半期 6,497,254株 20年３月期第２四半期 6,510,423株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間売上高は、サブプライムローンを背景とする景気の不透明感もあり、全体

では4,833百万円となりました。 

ホテル事業は、婚礼部門において新商品の導入・メニューの改定やスタッフの企画提案力の向上に努

めましたが、少子高齢化の流れを受け婚礼施行組数が減少し、売上高は1,739百万円となりました。 

式典事業は新斎場開設の効果等により、葬儀施行件数が増加し、売上高は2,875百万円となりまし

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」、新斎場の開設費用の計上等により5,136百万円となりました。 

これらの結果、営業損失は303百万円となりました。 

また、株式市場の低迷に伴う投資有価証券評価損の計上等により、経常損失419百万円、四半期純損

失426百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は34,138百万円となりました。 

（資産） 

当第２四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ680百万円減少し、34,138百万円となりまし

た。これは、主に現金及び預金が531百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

当第２四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ324百万円減少し、31,215百万円となり

ました。これは、主に未払金が258百万円、未払法人税等が216百万円減少したことによるものです。

（純資産） 

当第２四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、2,922百万円となり

ました。これは、利益剰余金が541百万円減少したことによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主として投資活動によ

る資金の減少により、前連結会計年度末に比べ531百万円減少し、3,892百万円となりました。 

当第２四半期末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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は22百万円となりました。これ

は、税金等調整前四半期純損失633百万円、減価償却費412百万円、及びのれん償却費116百万円が主

たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は436百万円となりました。これ

は、有形固定資産等の取得による支出427百万円が主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は72百万円となりました。これ

は、配当金の支払額96百万円が主たる要因であります。 
  

平成20年11月７日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、平成20年５月９日に公

表しました平成21年３月期の通期連結業績予想を本資料においても修正しております。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

当第２四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。

当第２四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。 

  

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。 

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)

(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 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 棚卸資産の評価方法

(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
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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 4,131,030 4,662,877 

売掛金 312,071 350,918 

有価証券 89,776 89,612 

商品及び製品 27,953 30,706 

原材料及び貯蔵品 69,912 67,710 

その他 228,791 407,123 

貸倒引当金 △7,076 △5,297 

流動資産合計 4,852,459 5,603,649 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 7,811,230 7,616,922 

土地 8,283,598 8,282,502 

その他（純額） 626,968 724,283 

有形固定資産合計 16,721,797 16,623,709 

無形固定資産 

のれん 2,177,382 2,294,027 

その他 490,011 417,379 

無形固定資産合計 2,667,393 2,711,407 

投資その他の資産 

供託金 3,964,486 3,964,476 

その他 6,008,395 6,007,529 

貸倒引当金 △75,965 △91,872 

投資その他の資産合計 9,896,915 9,880,132 

固定資産合計 29,286,106 29,215,249 

資産合計 34,138,566 34,818,899 
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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 

買掛金 496,224 613,114 

未払金 470,452 728,848 

未払法人税等 18,035 234,241 

引当金 171,098 126,159 

その他 458,858 272,536 

流動負債合計 1,614,669 1,974,901 

固定負債 

前払式特定取引前受金 29,031,472 29,018,271 

引当金 174,291 472,132 

その他 395,273 75,028 

固定負債合計 29,601,037 29,565,432 

負債合計 31,215,707 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 2,492,833 3,034,785 

自己株式 △328,543 △370,858 

株主資本合計 3,011,023 3,510,660 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △88,164 △232,094 

評価・換算差額等合計 △88,164 △232,094 

純資産合計 2,922,859 3,278,565 

負債純資産合計 34,138,566 34,818,899 
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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 4,833,303 

売上原価 4,120,163 

売上総利益 713,140 

販売費及び一般管理費 1,016,243 

営業損失（△） △303,103 

営業外収益 

受取配当金 25,118 

前受金月掛中断収入 33,734 

その他 81,152 

営業外収益合計 140,005 

営業外費用 

不動産賃貸費用 12,764 

投資有価証券評価損 205,201 

前受金復活損失引当金繰入額 23,586 

その他 14,352 

営業外費用合計 255,905 

経常損失（△） △419,003 

特別損失 

固定資産除売却損 17,135 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,512 

投資有価証券評価損 193,594 

特別損失合計 214,242 

税金等調整前四半期純損失（△） △633,246 

法人税、住民税及び事業税 13,015 

法人税等調整額 △219,613 

法人税等合計 △206,598 

四半期純損失（△） △426,647 
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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７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 △633,246 

減価償却費 412,369 

のれん償却額 116,645 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,868 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △315,562 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,127 

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,426 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000 

前受金復活損失引当金の増加額 853 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 3,512 

投資有価証券評価損益（△は益） 398,795 

受取利息及び受取配当金 △38,286 

有形固定資産除売却損益（△は益） 17,135 

売上債権の増減額（△は増加） 38,847 

たな卸資産の増減額（△は増加） 549 

仕入債務の増減額（△は減少） △116,889 

未払金の増減額（△は減少） △55,750 

前払式特定取引前受金の減少額 13,200 

保証金の増減額 △46,272 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 12,295 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,795 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 184,379 

小計 20,946 

利息及び配当金の受取額 38,372 

法人税等の支払額 △183,650 

法人税等の還付額 101,588 

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,743 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △427,739 

有形固定資産の除却による支出 △6,533 

投資有価証券の取得による支出 △102,000 

投資有価証券の償還による収入 103,840 

出資金の払込による支出 △1,000 

貸付けによる支出 1,000 

貸付金の回収による収入 △2,251 

保険積立金の積立による支出 △1,963 

その他 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △436,637 
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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７月１日 
至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △96,490 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 28,273 

自己株式の取得による支出 △4,103 

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,320 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △531,701 

現金及び現金同等物の期首残高 4,424,586 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,892,884 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

 
(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、小田原式典総合ホール、 

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、座間ホール、町田総合ホール、八王子総合ホール、 

南多摩総合ホール、高倉総合ホール、八王子南口総合ホール 

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 

  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

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

1,739,208 2,875,140 218,954 4,833,303 ― 4,833,303

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

34,111 ― 305,704 339,815 (339,815) ―

計 1,773,320 2,875,140 524,658 5,173,119 (339,815) 4,833,303

  営業利益 ( 25,811) 487,091 (145,206) 316,073 (619,177) (303,103)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)
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（重要な後発事象）

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)

自己株式の市場買付

  当社は平成20年10月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に
読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議
いたしました。

（1）理由 ：経営環境の変化に対応した機動的な資本政
策を遂行できるようにするため。

（2）取得する株式の種類 ：普通株式

（3）取得する株式の数 ：200,000株（上限）

（4）株式取得価額の総額 ：160,000千円（上限）

（5）自己株式取得の日程 ：平成20年11月10日から

平成21年３月31日まで

（6）取得方法 ：ジャスダック証券取引所における

市場買付
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「参考資料」

前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 4,740,538 100.0

Ⅱ 売上原価 3,746,527 79.0

   売上総利益 994,011 21.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 807,525 17.0

   営業利益 186,486 4.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 24,536

 ２ 受取配当金 25,271

 ３ 出資金運用益 1,651

 ４ 不動産賃貸収入 15,796

 ５ 前受金月掛中断収入 68,730

 ６ その他 39,704 175,691 3.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 不動産賃貸費用 13,004

 ２ 前受金復活損失引当金繰入額 18,366

 ３ その他 3,298 34,668 0.8

   経常利益 327,508 6.9

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 18,675

 ２ 前受金復活損失引当金繰入額 61,935

 ３ 過年度給与手当 23,594 104,204 2.2

   税金等調整前中間純利益 223,303 4.7

   法人税、住民税及び事業税 131,655

   法人税等調整額 △18,307 113,347 2.4

   中間純利益 109,956 2.3
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前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

   税金等調整前中間純利益 223,303

   減価償却費 318,186

   退職給付引当金の減少額（減少額△） △ 2,685

   役員退職慰労引当金の増加額 7,898

   貸倒引当金の増加額 8,865

   賞与引当金の増加額 8,800

   役員賞与引当金の増加額 20,000

   前受金復活損失引当金の増加額 59,201

   出資金運用益 △ 1,651

   受取利息及び受取配当金 △ 49,808

   有形固定資産除売却損 18,675

   売上債権の減少額（増加額△） 38,489

   たな卸資産の減少額 10,321

   仕入債務の増加額（減少額△） △ 59,491

   未払金の増加額（減少額△） 9,444

   前払式特定取引前受金の増加額 37,671

   営業保証金の増加額 △ 45,732

   その他流動資産の減少額（増加額△） △ 44,915

   その他流動負債の増加額 35,204

   役員賞与の支払額 △ 40,000

   その他 △ 10,528

    小計 541,248

   利息及び配当金の受取額 49,700

   法人税の支払額 △ 187,431

   法人税の還付額 134,454

   営業活動によるキャッシュ・フロー 537,972

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 △ 505

   有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 648,319

   有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 5,500

   有形固定資産の解体に伴う支出 △ 10,573

   投資有価証券の取得による支出 △ 351,506

   投資有価証券の売却による収入 24,350

   貸付による支出 △ 17,575

   貸付金の回収による収入 17,666

   その他 △ 1,988

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 982,951

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △ 98,097

   新株予約権の行使による収入 3,936

   自己株式の取得による支出 △ 82,614

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 176,775

Ⅳ現金及び現金同等物の減少額 △ 621,755

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 4,066,118

Ⅵ現金及び現金同等物の中間期末残高 3,444,362
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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) 

  

 
(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、小田原式典総合ホール、 

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、八王子総合ホール、南多摩総合ホール、 

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

ビス他 

  

  

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

1,772,605 2,735,697 232,234 4,740,538 ― 4,740,538

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

48,084 ― 972,103 1,020,187 △1,020,187 ―

計 1,820,690 2,735,697 1,204,337 5,760,725 △1,020,187 4,740,538

  営業費用 1,835,858 2,171,894 1,111,346 5,119,099 △565,047 4,554,052

  営業利益 △15,168 563,802 92,991 641,626 △455,140 186,486
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