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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年6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9月期第3四半期 4,648 ― 447 ― 401 ― 226 ―

20年9月期第3四半期 4,491 13.9 427 46.9 383 54.8 205 48.0

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3四半期 9,968.12 ―

20年9月期第3四半期 9,038.25 9,024.61

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3四半期 6,028 1,401 23.3 61,545.04
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3四半期  1,401百万円 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 ― 0.00 ―

21年9月期 
（予想）

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 6,500 10.8 509 4.9 460 9.3 253 12.8 11,121.80
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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、３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3四半期  22,780株 20年9月期  22,750株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  ―株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期  22,754株 20年9月期第3四半期  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３四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費など一部に下げ止まりの兆しがみられますものの、雇用情

勢は急速に悪化し、消費者物価は緩やかな下落傾向を示すなど、依然として厳しい状況であります。 

葬儀業界を取り巻く環境は、潜在需要を示す死亡者人口が今後30年間にわたり年々逓増すると推計されております

が、近年、葬儀業界全体における売上高、取扱件数は増加傾向で推移いたしました。しかしながら、葬儀１件当たり

の単価は、最近の葬儀規模の縮小傾向や雇用・所得環境の悪化による影響などを受け下落しております。 

このような状況のなか、当社は、創業時から価格体系の明確化に努め、顧客満足度の向上を目指した社員教育に基

づく質の高い葬儀サービスを提供いたしてまいりました。その結果として、名古屋市内を中心に愛知県内で22会館の

他、大阪府門真市に１会館を直営会館として運営し、経営基盤の拡充に努めております。 

これにより、当第３四半期累計期間の葬儀請負施行件数は3,344件、売上高は46億48百万円、営業利益は４億47百

万円、経常利益は４億１百万円、四半期純利益は２億26百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 葬祭事業 

当第３四半期累計期間における当社直営会館の新規開業はありませんでしたが、前事業年度に開業した葬儀会

館においては認知度が向上し軌道に乗り始めております。 

この結果、売上高は46億10百万円となりました。 

② フランチャイズ事業 

フランチャイズ事業におきましては、国内景気の冷え込みが続く中、企業の新規事業や土地活用を提案すると

ともに、既存の加盟店とのパートナーシップ・信頼度の向上に努めてまいりました。また、平成21年４月には大

阪府泉大津市に「ティア泉大津」、６月には大阪府貝塚市に「ティア貝塚」をオープンいたしました。 

この結果、売上高は38百万円となりました。 

[資産、負債及び純資産の状況]  

 当第３四半期累計期間における財政状態は、前事業年度末に比べ、総資産は10億６百万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14百万円減少したものの、現金及び預金が９億52百万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、８億35百万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８億50百万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、１億70百万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３四半期累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９億52

百万円増加し、16億48百万円となりました。 

 なお、当第３四半期累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３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は３億45百万円となりました。これは主に法  

人税等の支払額１億97百万円や利息の支払額50百万円等があったものの、税引前四半期純利益が４億円であった

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３四半期累計期間の投資活動の結果、使用した資金は１億86百万円となりました。これは主に、差入保証

金の回収による収入が20百万円あったものの、差入保証金の差入による支出95百万円、有形固定資産の取得によ

る支出１億６百万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３四半期累計期間において、財務活動の結果得られた資金は７億94百万円となりました。これは長期借入

金返済による支出９億49百万円及び配当金の支払56百万円があったものの長期借入金の借入による収入18億円が

あったことによるものであります。  

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
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当第３四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。  

 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。 

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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 1,648,801 696,025

売掛金 74,952 79,313

商品 9,655 8,815

その他 158,981 162,485

貸倒引当金 △4,523 △5,329

流動資産合計 1,887,867 941,309

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,855,731 1,938,778

土地 883,003 883,003

その他（純額） 190,847 122,776

有形固定資産合計 2,929,582 2,944,558

無形固定資産 197,690 195,601

投資その他の資産   

差入保証金 883,251 804,750

その他 129,761 135,340

投資その他の資産合計 1,013,013 940,091

固定資産合計 4,140,286 4,080,251

資産合計 6,028,153 5,021,560

負債の部   

流動負債   

買掛金 220,979 232,329

1年内返済予定の長期借入金 1,146,392 911,564

未払法人税等 74,200 109,999

賞与引当金 31,620 49,432

その他 230,493 201,569

流動負債合計 1,703,686 1,504,893

固定負債   

長期借入金 2,900,783 2,285,366

その他 21,688 －

固定負債合計 2,922,471 2,285,366

負債合計 4,626,157 3,790,259
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 580,750 580,375

資本剰余金 214,250 213,875

利益剰余金 607,036 437,088

株主資本合計 1,402,036 1,231,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40 △37

評価・換算差額等合計 △40 △37

純資産合計 1,401,996 1,231,301

負債純資産合計 6,028,153 5,021,560
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,648,927

売上原価 3,241,025

売上総利益 1,407,902

販売費及び一般管理費 960,826

営業利益 447,075

営業外収益  

受取利息 3,235

受取保険金 2,000

受取供花搬入料 2,232

その他 3,330

営業外収益合計 10,798

営業外費用  

支払利息 49,335

その他 7,392

営業外費用合計 56,727

経常利益 401,146

特別利益  

貸倒引当金戻入額 121

特別利益合計 121

特別損失  

固定資産除売却損 1,093

特別損失合計 1,093

税引前四半期純利益 400,173

法人税、住民税及び事業税 160,963

法人税等調整額 12,388

法人税等合計 173,351

四半期純利益 226,822
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 400,173

減価償却費 148,226

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,811

受取利息及び受取配当金 △3,248

支払利息 49,335

売上債権の増減額（△は増加） 4,361

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,890

貸倒引当金の増減額（△は減少） △806

仕入債務の増減額（△は減少） △11,349

その他 32,156

小計 593,147

利息及び配当金の受取額 65

利息の支払額 △50,887

法人税等の支払額 △197,049

営業活動によるキャッシュ・フロー 345,276

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 △106,702

無形固定資産の取得による支出 △3,422

差入保証金の差入による支出 △95,482

差入保証金の回収による収入 20,165

その他 △1,506

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,949

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 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △949,755

株式の発行による収入 750

配当金の支払額 △56,545

財務活動によるキャッシュ・フロー 794,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 952,776

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 1,648,801
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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
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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）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年10月１日～６月30日） 

  

  

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        4,491,524  100.0

Ⅱ 売上原価       3,165,980  70.5

売上総利益       1,325,543  29.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費       897,596  20.0

営業利益       427,947  9.5

Ⅳ 営業外収益       10,128  0.2

Ⅴ 営業外費用       55,054  1.2

経常利益       383,021  8.5

Ⅵ 特別利益       29  0.0

Ⅶ 特別損失       12,953  0.3

税引前中間純利益        370,097  8.2

法人税、住民税及び事業税  153,027           

法人税等調整額  11,450  164,477  3.6

四半期（当期）純利益       205,620  4.6
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前第３四半期累計期間（平成20年10月１日～６月30日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９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      

税引前中間純利益  370,097

減価償却費  152,686

投資有価証券評価損  47

固定資産除売却損益  4,714

貸倒引当金の増減額  
（減少：△）  1,148

賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

△6,751

受取利息及び受取配当金 △4,271

支払利息  50,771

売上債権の増減額 
（増加：△）   961

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  1,434

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

△6,182

前払費用の増減額 
（増加：△） 

△22,350

未払金の増減額 
（減少：△）  22,257

未払消費税等の増減額 
（減少：△） 

△18,564

その他  8,883

小計  554,832

利息及び配当金の受取額  988

利息の支払額 △50,351

法人税等の支払額  △198,992

営業活動によるキャッシュ・フロー  306,477
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前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による収入   134,502

有形固定資産の売却による支出  △280,867

無形固定資産の取得による支出  △1,250

事業譲受による支出  △45,816

差入保証金の差入による支出  △30,939

差入保証金の返還による収入   19,806

その他  △936

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,501

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の借入れによる収入   600,000

長期借入金の返済による支出  △771,491

配当金の支払額  △44,919

財務活動によるキャッシュ・フロー △216,410

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（減少：△） 

△115,434

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中間期末残高  724,592
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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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