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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,296 ― 250 ― 222 ― 117 ―
20年3月期第2四半期 2,233 0.9 265 7.9 208 2.9 118 47.2

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 8.54 ―
20年3月期第2四半期 8.66 ―

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 10,964 3,832 35.0 279.19
20年3月期 11,920 3,821 32.1 278.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,832百万円 20年3月期  3,821百万円

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 7.50

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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

通期 4,800 △2.1 700 △8.4 600 △12.3 300 △1.6 21.83

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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。  

(2) 四半期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） 

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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  13,741,014株 20年3月期  13,741,014株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  13,666株 20年3月期  13,666株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  13,727,348株 20年3月期第2四半期  13,728,780株

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．上記に記した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。上記予想に関する事項につきましては、2ページ【定性的情報・財務諸表等】3．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 
2．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  







５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,514,751 1,968,006

完成工事未収入金 276,928 389,791

永代使用権 1,667,736 1,879,680

原材料 52,908 62,272

未成工事支出金 455,852 478,123

貯蔵品 38,745 31,132

その他 316,067 282,585

貸倒引当金 △33 △72

流動資産合計 4,322,957 5,091,520

固定資産   

有形固定資産 1,365,000 1,361,438

無形固定資産 416,785 444,478

投資その他の資産   

長期貸付金 1,453,054 1,644,030

霊園開発協力金 1,548,713 1,526,866

その他 2,112,949 2,105,282

貸倒引当金 △254,473 △253,033

投資その他の資産合計 4,860,244 5,023,147

固定資産合計 6,642,030 6,829,063

資産合計 10,964,988 11,920,584

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,507 51,036

短期借入金 753,100 824,440

1年内返済予定の長期借入金 1,889,163 1,830,700

1年内償還予定の社債 106,000 490,000

未払法人税等 102,151 248,582

賞与引当金 38,500 50,000

役員賞与引当金 7,200 25,000

その他 803,434 1,024,724

流動負債合計 3,748,056 4,544,484

固定負債   

社債 154,000 40,000

長期借入金 2,967,793 3,264,308

退職給付引当金 139,992 134,824

役員退職慰労引当金 89,688 81,661

その他 32,862 33,707

固定負債合計 3,384,337 3,554,501
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債合計 7,132,393 8,098,986

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,306,842 1,306,842

資本剰余金 958,082 958,082

利益剰余金 1,707,443 1,693,162

自己株式 △2,877 △2,877

株主資本合計 3,969,491 3,955,210

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △118,148 △106,272

繰延ヘッジ損益 △18,748 △27,339

評価・換算差額等合計 △136,896 △133,612

純資産合計 3,832,594 3,821,597

負債純資産合計 10,964,988 11,920,584
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,296,465

売上原価 798,929

売上総利益 1,497,535

販売費及び一般管理費 1,246,613

営業利益 250,922

営業外収益  

受取利息 26,420

保険解約返戻金 9,446

受取配当金 6,169

その他 10,125

営業外収益合計 52,162

営業外費用  

支払利息 74,587

その他 6,387

営業外費用合計 80,975

経常利益 222,108

税引前四半期純利益 222,108

法人税、住民税及び事業税 96,778

法人税等調整額 8,094

法人税等合計 104,872

四半期純利益 117,235
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,350,812

売上原価 475,991

売上総利益 874,821

販売費及び一般管理費 644,814

営業利益 230,006

営業外収益  

受取利息 13,233

その他 6,124

営業外収益合計 19,358

営業外費用  

支払利息 38,170

その他 1,894

営業外費用合計 40,065

経常利益 209,299

税引前四半期純利益 209,299

法人税、住民税及び事業税 94,830

法人税等調整額 682

法人税等合計 95,512

四半期純利益 113,787
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

営業収入 2,346,287

原材料又は商品の仕入れによる支出 △476,801

人件費の支出 △596,453

その他の営業支出 △846,194

小計 426,839

利息及び配当金の受取額 33,654

利息の支払額 △79,139

法人税等の支払額 △241,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,939

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 △18,224

定期預金の払戻による収入 236,000

有形固定資産の取得による支出 △30,734

無形固定資産の取得による支出 △23,043

貸付金の回収による収入 189,676

霊園開発協力金の支出 △40,253

差入保証金の差入による支出 △24,316

差入保証金の回収による収入 32,701

その他 △14,993

投資活動によるキャッシュ・フロー 306,812

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 750,000

短期借入金の返済による支出 △821,340

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △1,038,051

社債の発行による収入 200,000

社債の償還による支出 △470,000

配当金の支払額 △102,788

財務活動によるキャッシュ・フロー △682,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △235,479

現金及び現金同等物の期首残高 1,189,158

現金及び現金同等物の四半期末残高 953,679
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