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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 1,580 7.1 182 16.5 171 19.9 98 22.6
20年9月期第1四半期 1,476 15.2 157 77.0 143 80.1 80 80.5

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9月期第1四半期 4,318.16 4,311.78
20年9月期第1四半期 3,522.05 3,516.68

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9月期第1四半期 5,213 1,272 24.4 55,941.11
20年9月期 5,021 1,231 24.5 54,123.13

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  1,272百万円 20年9月期  1,231百万円

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9月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 3,399 10.4 377 9.9 352 12.3 193 9.7 8,520.53
通期 6,500 10.8 509 4.9 460 9.3 253 12.8 11,121.80

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  無  

(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） 

（注）詳細は、２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) 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  22,750株 20年9月期  22,750株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  0株 20年9月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  22,750株 20年9月期第1四半期  22,750株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記
予想数値と異なる場合があります。  
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融市場の混乱が世界経済に影響を与え、また、急激な円

高進行が輸出産業の業績悪化を招いたことにより、景気後退を強める推移を示しました。 

 このような状況のもとサービス業界全般が、景気の先行き不安による消費マインドの低迷、節約志向を反映した厳

しい経営環境にある中、当社におきましては、葬儀価格の透明性・哀悼と感動のセレモニーの提供と遺族の涙を和ら

げることによる社会貢献を基本に、ひとつでも多くの「ありがとう」をお客様からいただけるべく、サービスの質の

向上に引き続き取り組んでまいりました。 

以上の結果、葬儀請負件数は堅調に推移し、当第１四半期会計期間の売上高は15億80百万円（前年同期比7.1％

増）、営業利益は１億82百万円（前年同期比16.5％増）、経常利益は１億71百万円（前年同期比19.9％増）、当四半

期純利益は98百万円（前年同期比22.6％増）となりました。 

  

[資産、負債及び純資産の状況]  

 当第１四半期会計期間末における財政状態は、前事業年度末に比べ、総資産は１億92百万円増加いたしました。こ

れは主に、有形固定資産が減価償却に伴い30百万円減少したものの、現金及び預金が２億４百万円増加したこと等に

よるものであります。 

 一方、負債におきましては、前事業年度末に比べ、１億50百万円増加いたしました。これは主に、１年内返済予定

を含む長期借入金が87百万円増加したこと及び買掛金が50百万円増加したこと等によるものであります。 

 なお、純資産総額におきましては、前事業年度末に比べ、41百万円の増加となっております。 

     

[キャッシュ・フローの状況]  

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、 前事業年度末に比べて２億

４百万円増加し、９億円となりました。 

 なお、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  (営業活動におけるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は１億65百万円となりました。これは主に法  

人税等の支払額１億３百万円や利息の支払額13百万円等があったものの、税引前四半期純利益が１億71百万円で

あったこと等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) 

 当第１四半期会計期間において、投資活動の結果得られた資金は0.8百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出５百万円があったものの、差入保証金の返還による収入６百万円があったこと等によ

るものであります。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 当第１四半期会計期間において、財務活動の結果得られた資金は38百万円となりました。これは長期借入金返

済による支出２億12百万円及び配当金の支払49百万円があったものの長期借入金の借入による収入３億円があっ

たことによるものであります。 

  

 当第１四半期会計期間において、業績に大きな影響を与える可能性のある経営上の施策その他の要因・事象はあり

ません。 

  

 該当事項はありません。  

  

①  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。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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 
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②  当社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期会計期間より「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、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

   なお、この変更によって損益に与える影響はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 900,749 696,025

売掛金 100,225 79,313

商品 11,306 8,815

その他 146,538 162,485

貸倒引当金 △5,441 △5,329

流動資産合計 1,153,378 941,309

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,914,983 1,938,778

土地 883,003 883,003

その他 115,990 122,776

有形固定資産合計 2,913,978 2,944,558

無形固定資産 213,230 195,601

投資その他の資産   

差入保証金 799,678 804,750

その他 133,587 135,340

投資その他の資産合計 933,265 940,091

固定資産合計 4,060,474 4,080,251

資産合計 5,213,853 5,021,560

負債の部   

流動負債   

買掛金 283,069 232,329

1年内返済予定の長期借入金 966,566 911,564

未払法人税等 59,034 109,999

賞与引当金 28,210 49,432

その他 261,148 201,569

流動負債合計 1,598,029 1,504,893

固定負債   

長期借入金 2,318,221 2,285,366

その他 24,942 0

固定負債合計 2,343,163 2,285,366

負債合計 3,941,193 3,790,259
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 580,375 580,375

資本剰余金 213,875 213,875

利益剰余金 478,451 437,088

株主資本合計 1,272,701 1,231,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41 △37

純資産合計 1,272,660 1,231,301

負債純資産合計 5,213,853 5,021,560
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,580,301

売上原価 1,080,687

売上総利益 499,614

販売費及び一般管理費 316,708

営業利益 182,906

営業外収益  

受取利息 1,094

受取保険金 2,000

その他 1,818

営業外収益合計 4,913

営業外費用  

支払利息 15,179

その他 1,000

営業外費用合計 16,179

経常利益 171,640

特別損失  

固定資産除売却損 439

特別損失合計 439

税引前四半期純利益 171,200

法人税、住民税及び事業税 55,034

法人税等調整額 17,928

法人税等合計 72,962

四半期純利益 98,238
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純利益 171,200

減価償却費 48,859

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,221

受取利息及び受取配当金 △1,100

支払利息 15,179

売上債権の増減額（△は増加） △20,911

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,440

貸倒引当金の増減額（△は減少） 111

仕入債務の増減額（△は減少） 50,740

その他 46,036

小計 282,453

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △13,786

法人税等の支払額 △103,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,404

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 △5,018

差入保証金の差入による支出 △386

差入保証金の回収による収入 6,553

その他 △259

投資活動によるキャッシュ・フロー 888

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △212,143

配当金の支払額 △49,425

財務活動によるキャッシュ・フロー 38,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,724

現金及び現金同等物の期首残高 696,025

現金及び現金同等物の四半期末残高 900,749
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年10月１日～12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高   1,476,127

Ⅱ 売上原価   1,033,163

売上総利益   442,963

Ⅲ 販売費及び一般管理費   285,947

営業利益   157,015

Ⅳ 営業外収益   4,525

Ⅴ 営業外費用   18,398

経常利益   143,142

Ⅵ 特別利益   －

Ⅶ 特別損失   4,631

税引前四半期純利益   138,510

法人税、住民税及び事業税 40,852  

法人税等調整額 17,531 58,383

四半期純利益   80,126
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年10月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 138,510 

減価償却費 47,076 

固定資産除売却損益 4,631 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 1,450 

賞与引当金の増減額（減少：△） △10,495

受取利息及び受取配当金 △1,380

支払利息 17,841 

売上債権の増減額（増加：△） 8,697 

たな卸資産の増減額（増加：△） △5,953

仕入債務の増減額（減少：△） 41,052 

前払費用の増減額（増加：△） △2,758

未払金の増減額（減少：△） △36,080

未払消費税等の増減額（減少：△） △16,219

その他 3,762 

小計 190,135 

利息及び配当金の受取額 141 

利息の支払額 △15,986

法人税等の支払額 △119,071

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,218 
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前年同四半期

（平成20年９月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 134,311 

有形固定資産の取得による支出 △41,551

無形固定資産の取得による支出 △1,171

差入保証金の差入による支出 △30,270

差入保証金の返還による収入 6,669 

その他 △312

投資活動によるキャッシュ・フロー 67,675 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 600,000 

長期借入金の返済による支出 △238,488

配当金の支払額 △37,018

財務活動によるキャッシュ・フロー 324,493 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 447,387 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 840,026 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,287,413 
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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