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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 15,597 ― 572 ― 277 ― 112 ―

20年3月期第3四半期 15,805 3.1 672 9.9 454 13.9 82 △27.6

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3四半期 6.29 ―

20年3月期第3四半期 4.59 4.58

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3四半期 23,746 5,826 24.4 325.70
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3四半期  5,802百万円 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  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 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、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．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3四半期  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3四半期  197,817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3四半期  17,853,995株 20年3月期第3四半期  17,858,059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月期 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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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31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など、シェア拡大を図ってまいりました。 

また、本業回帰の基本方針に沿って、100％子会社である㈱ホームセンターコマツの営業を平成20年８月24日に終

了し、同年11月21日に解散してホームセンター事業から撤退いたしました。 

       さらに、平成20年12月25日開催の当社取締役会において100％子会社である㈱フォーチュンを平成21年３月31日

(予定)で解散することを決議し、総合アミューズメント事業からの撤退を決定いたしました。 

    ホームセンター事業及び総合アミューズメント事業からの撤退により、当第３四半期会計期間末において撤退が

決定していない非本業事業は、ミャンマー連邦でその他の事業(ホテル経営)を営んでおります関連会社 SAKURA 

THIRIPYITSAYA HOTEL PTE. LTD.のみとなりました。 

    これらの結果、売上高につきましては、ホームセンター事業の営業終了(第２四半期)によって同事業の売上高が

前年同期比３億７百万円減少いたしましたが、本業事業である宗教用具関連事業が堅調に推移して１億31百万円の

増加(前年同期比0.9％増)となったことが影響し、当企業グループの売上高といたしましては前年同期とほぼ同水準

の155億97百万円(前年同期比 1.3％減)となりました。 

    営業利益につきましては、５億72百万円(前年同期比14.8％減)となり、経常利益につきましては２億77百万円(前

年同期比38.9％減)となりました。 

    四半期純利益につきましては、総合アミューズメント事業からの撤退に伴う特別損失３億31百万円を当第３四半

期に計上いたしましたが、同事業に関する過年度分の特別損失に対するものを含む繰延税金資産３億25百万円の計

上によって法人税等調整額が減額されたこともあり、１億12百万円(前年同期比36.8％増)となりました。 

   

(1) 財政状態の変動状況 

当第３四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９億98百万円増加して237億46百万円、

負債合計は11億99百万円増加して179億20百万円、純資産は２億１百万円減少して58億26百万円となり、自己資本比

率は24.4％となりました。 

主な内容としては、流動資産は、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少により、前連結会計年度末に比べ８

億４百万円減少し、81億31百万円となりました。 

固定資産は、投資有価証券や差入保証金が減少したものの、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18億３百万円増加し、156億15百万円となりました。 

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３億64百万円減少し、90億４百万

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15億64百万円増加し、89億15百万円となりまし

た。 

純資産は、四半期純利益を計上したものの、配当による資本剰余金の減少や有価証券評価差額金の減少などによ

り、前連結会計年度末に比べ２億１百万円減少し、58億26百万円となりました。  

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 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、７億45

百万円減少して27億５百万円となりました。 

当第３四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） 

営業活動の結果使用した資金は、２億36百万円(前年同期は２億24百万円の収入)となりました。 

これは主に、減損損失３億８百万円などの増加要因及び仕入債務の減少額６億18百万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、22億68百万円(前年同期は11億26百万円の支出)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27億90百万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、17億63百万円(前年同期比80.7％増)となりました。 

これは主に、借入れによるものであります。  

  

連結業績予想につきましては、平成20年11月５日の平成21年３月期第２四半期決算発表時に公表された通期連結

業績予想から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、当第２四半期連結会計期間

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．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） 

(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 

(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。 

 これにより当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

11,968千円減少しております。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,058,989 3,809,497

受取手形及び売掛金 517,340 667,674

商品及び製品 3,357,320 3,303,568

仕掛品 76,094 110,263

原材料及び貯蔵品 98,416 100,992

繰延税金資産 120,227 168,597

その他 923,226 793,394

貸倒引当金 △20,323 △17,843

流動資産合計 8,131,292 8,936,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,011,592 1,089,430

造作(純額) 674,946 669,888

機械装置及び運搬具（純額） 13,346 12,608

土地 1,179,775 1,314,934

その他（純額） 365,208 363,012

有形固定資産合計 3,244,869 3,449,873

無形固定資産 117,701 118,627

投資その他の資産   

投資有価証券 879,089 1,124,908

長期貸付金 481,351 345,968

繰延税金資産 1,260,043 1,033,606

営業保証金 6,865,281 4,965,226

差入保証金 2,143,340 2,430,469

その他 1,247,063 968,807

貸倒引当金 △623,644 △625,886

投資その他の資産合計 12,252,525 10,243,100

固定資産合計 15,615,096 13,811,601

資産合計 23,746,388 22,747,746
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,133,623 1,752,062

短期借入金 6,179,577 5,828,171

未払金 452,764 486,099

未払法人税等 86,140 145,134

賞与引当金 94,843 193,664

その他 1,057,434 963,852

流動負債合計 9,004,382 9,368,984

固定負債   

長期借入金 7,778,150 6,220,406

退職給付引当金 575,170 596,905

役員退職慰労引当金 335,768 322,555

その他 226,619 211,537

固定負債合計 8,915,709 7,351,404

負債合計 17,920,091 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 1,430,272 1,497,235

利益剰余金 676,379 630,988

自己株式 △77,421 △69,129

株主資本合計 5,944,999 5,974,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △108,393 41,152

為替換算調整勘定 △33,637 △11,985

評価・換算差額等合計 △142,031 29,166

新株予約権 23,328 23,328

純資産合計 5,826,296 6,027,357

負債純資産合計 23,746,388 22,747,746
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 15,597,815

売上原価 6,462,409

売上総利益 9,135,405

販売費及び一般管理費  

販売促進費 689,031

給料及び賞与 3,034,691

賞与引当金繰入額 79,685

退職給付費用 151,302

役員退職慰労引当金繰入額 16,362

福利厚生費 712,771

賃借料 1,118,204

その他 2,760,590

販売費及び一般管理費合計 8,562,639

営業利益 572,766

営業外収益  

受取利息 10,251

受取配当金 9,739

その他 64,883

営業外収益合計 84,873

営業外費用  

支払利息 245,531

持分法による投資損失 26,079

為替差損 35,766

貸倒引当金繰入額 38,237

その他 34,320

営業外費用合計 379,936

経常利益 277,703

特別利益  

固定資産売却益 147,139

貸倒引当金戻入額 10,520

退職給付制度終了益 53,871

特別利益合計 211,530

特別損失  

固定資産除売却損 34,193

減損損失 308,500

投資有価証券評価損 19,660

退職特別加算金 62,496

特別損失合計 424,851

税金等調整前四半期純利益 64,383

法人税、住民税及び事業税 92,205

法人税等調整額 △140,177

法人税等合計 △47,972

四半期純利益 112,356
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,385,477

売上原価 1,746,171

売上総利益 2,639,306

販売費及び一般管理費  

販売促進費 167,241

貸倒引当金繰入額 6,730

給料及び賞与 931,369

賞与引当金繰入額 79,685

退職給付費用 61,508

役員退職慰労引当金繰入額 4,759

福利厚生費 250,183

賃借料 357,956

その他 905,862

販売費及び一般管理費合計 2,765,297

営業損失（△） △125,991

営業外収益  

受取利息 2,711

受取配当金 3,445

その他 26,883

営業外収益合計 33,040

営業外費用  

支払利息 85,394

持分法による投資損失 9,881

為替差損 50,069

貸倒引当金繰入額 6,015

その他 12,297

営業外費用合計 163,658

経常損失（△） △256,609

特別利益  

固定資産売却益 140,257

退職給付制度終了益 53,871

特別利益合計 194,129

特別損失  

固定資産除売却損 20,034

減損損失 304,225

投資有価証券評価損 11,165

退職特別加算金 28,833

特別損失合計 364,258

税金等調整前四半期純損失（△） △426,739

法人税、住民税及び事業税 13,815

法人税等調整額 △387,721

法人税等合計 △373,906

四半期純損失（△） △52,833
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 64,383

減価償却費 201,540

貸倒引当金の増減額（△は減少） 237

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,821

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,213

受取利息及び受取配当金 △19,990

支払利息 245,531

投資有価証券評価損益（△は益） 19,660

固定資産売却損益（△は益） △147,139

減損損失 308,500

有形固定資産除却損 34,193

為替差損益（△は益） 68,720

持分法による投資損益（△は益） 26,079

売上債権の増減額（△は増加） 150,333

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,007

その他の流動資産の増減額（△は増加） △90,588

仕入債務の増減額（△は減少） △618,438

未払金の増減額（△は減少） △82,857

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,631

その他 △16,778

小計 100,669

利息及び配当金の受取額 20,332

利息の支払額 △226,947

法人税等の支払額 △130,364

営業活動によるキャッシュ・フロー △236,309

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 △18,000

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 △227,176

有形固定資産の売却による収入 63,357

無形固定資産の取得による支出 △698

投資有価証券の取得による支出 △10,000

投資有価証券の売却による収入 711

貸付けによる支出 △928,679

貸付金の回収による収入 644,547

営業保証金の支出 △2,790,668

営業保証金の回収による収入 890,612

差入保証金の差入による支出 △19,253
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

差入保証金の回収による収入 126,963

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40,912

その他の固定負債の増減額(△は減少) 17,237

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,268,959

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） △299,501

長期借入れによる収入 5,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,791,349

自己株式の純増減額（△は増加） △8,291

割賦債務の返済による支出 △5,081

配当金の支払額 △132,729

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,763,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △745,508

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 2,705,989
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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) 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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  15,805,055

Ⅱ 売上原価  6,640,666

売上総利益  9,164,389

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,492,215

営業利益  672,173

Ⅳ 営業外収益  80,943

１．受取利息   10,618

２．受取配当金  12,353

３．その他  57,971

Ⅴ 営業外費用  298,793

１．支払利息  237,759

２．持分法による投資損失  18,623

３．貸倒引当金繰入額  10,737

４．その他  31,672

経常利益  454,323

Ⅵ 特別利益  83,614

１．投資有価証券売却益  73,534

２．貸倒引当金戻入益  10,080

Ⅶ 特別損失  161,171

１．固定資産売却・除却損   17,351

２．減損損失   136,772

３．投資有価証券評価損  7,047

税金等調整前四半期純利益  376,767

法人税、住民税及び事業税  81,863

法人税等調整額   212,757

四半期純利益  82,145
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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利益   376,767

減価償却費  179,858

引当金の増減額 △66,792

受取利息及び受取配当金 △22,972

支払利息  237,759

減損損失  136,772

売上債権の増減額 △12,816

たな卸資産の増減額 △309,306

仕入債務の増減額  119,131

その他 △111,986

小 計  526,415

利息及び配当金の受取額  20,964

利息の支払額 △225,202

法人税等の支払額 △97,295

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  224,882

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 

△635,712

投資有価証券の取得による
支出 

△19,980

投資有価証券の売却による
収入  180,413

貸付けによる支出 △90,000

貸付金の回収による収入  2,665

営業保証金の支出 △1,372,130

営業保証金の回収による収
入  757,518

その他  50,811

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,126,415
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前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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  122,150

長期借入れによる収入  4,693,600

長期借入金の返済による支
出 

△3,772,249

自己株式の純増減額 △555

配当金の支払額 △67,216

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  975,728

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△1,382

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額   72,813

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  3,655,024
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