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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 4,032 △11.0 △207 ― △301 ― △252 ―

21年3月期第1四半期 4,531 ― △178 ― △223 ― △174 ―

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

22年3月期第1四半期 △14.18 ―

21年3月期第1四半期 △9.78 ―

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

22年3月期第1四半期 23,943 5,777 24.0 323.95
21年3月期 24,096 5,987 24.8 335.55

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,753百万円 21年3月期  5,964百万円

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

21年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.75 ― 3.75 7.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

10,807 △3.6 728 5.3 566 7.4 249 50.8 17.21

通期 22,162 4.7 1,234 45.3 902 116.3 343 87.5 19.31
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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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、
３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 18,014,376株 21年3月期  18,014,376株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  252,951株 21年3月期  239,845株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 17,773,339株 21年3月期第1四半期 17,857,354株
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  当第1四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国の経済環境は、世界的な金融

危機の影響が実体経済に波及したことから、多くの企業業績が悪化し、雇用情勢の悪化や経済不安により個人消費

が低迷するなど、依然として深刻な状況にあります。 

  宗教用具関連業界におきましても、消費の低迷に加えて原材料費の高騰の影響が残り、総じて厳しい情勢下で推

移いたしました。 

  このような厳しい情勢のなか、当企業グループは、主力事業である宗教用具関連事業に資源を集中させ、変化し

続ける消費者ニーズに迅速に適応するべく、地域別に分割した「５営業部制」を導入実施することにより販売体制

を強化してまいりました。 

  この結果、宗教用具関連事業の売上高が前年同四半期比2.3％減に止まったものの、前連結会計年度に撤退したホ

ームセンター事業及び総合アミューズメント事業の売上高が前年同四半期には４億５百万円含まれ、当第１四半期

は両事業の売上高がなくなったこともあって、当企業グループの売上高は前年同四半期比11.0％減の40億32百万円

となりました。 

  営業損益につきましては、経費の効率的な支出に努めましたが、宗教用具関連事業の売上高が減少した影響もあ

って２億７百万円の営業損失（前年同四半期は営業損失１億78百万円）となり、経常損益につきましては、３億１

百万円の経常損失(前年同四半期は経常損失２億23百万円)となりました。 

  なお、前連結会計年度における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る売上高前年

同四半期比への影響は残りますが、営業損益及び経常損益へのマイナスの影響はなくなりました。 

  四半期純損益につきましては、２億52百万円の四半期純損失（前年同四半期は四半期純損失１億74百万円）とな

りました。 

  なお、当企業グループ売上高の100％を占める宗教用具関連事業の売上高は季節性が高く、お盆と秋のお彼岸を迎

える第２四半期（７月から９月まで）と春のお彼岸を迎える第４四半期（１月から３月まで）の割合が高くなって

おります。 

  

(１)財政状態の変動状況 

    当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億52百万円減少して239億43百万円、負債合計は

57百万円増加して181億66百万円、純資産は２億10百万円減少して57億77百万円となり、自己資本比率は24.0％と

なりました。 

    主な内容としては、流動資産は、お盆に向けての商品の増加などがありましたが、現金及び預金の減少により、

前連結会計年度末に比べ５億87百万円減少し、76億37百万円となりました。 

    固定資産は、墓石販売に伴う建墓権を確保するための営業保証金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ４

億34百万円増加し、163億６百万円となりました。 

    流動負債は、短期借入金の増加や小売部門における堅調な受注によって流動資産その他の前受金が増加したこと

などにより、前連結会計年度末に比べ10億50百万円増加し、97億36百万円となりました。 

    固定負債は、長期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ９億92百万円減少し、84億30百万円となりまし

た。 

    純資産は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ２億10百万円減少し、57億77百万円となりま

した。 

(２)キャッシュ・フローの状況 

    当第１四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、９億10

百万円減少して23億22百万円となりました。 

  当第1四半期連結会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、１億54百万円(前年同四半期は３億67百万円の支出)となりました。 

  これは主に、その他流動負債(前受金など)の増加額５億16百万円や減価償却費71百万円などの増加要因があった

ものの、税金等調整前四半期純損失３億84百万円の計上に加え、たな卸資産の増加額４億61百万円の支出などがあ

ったためであります。 

 (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、３億30百万円(前年同四半期は７億３百万円の支出)となりました。 

  これは主に、墓石販売に伴う営業保証金(建墓権)の支出の純額３億11百万円(支出５億48百万円、回収２億37百

万円)などがあったためであります。 

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
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 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  財務活動の結果使用した資金は、４億22百万円(前年同四半期は31百万円の獲得)となりました。 

  これは主に、短期借入金の増加額８億円がありましたが、長期借入金の返済による支出11億43百万円や配当金の

支払い60百万円などがあったためであります。  

  

  平成22年３月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間及び通期ともに前回（平成21年５月19日）

公表いたしました予想に変更はありません。 

  

  

  該当事項はありません。  

 ① たな卸資産の評価方法  

   当第１四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、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出する方法に

よっております。 

  

  該当事項はありません。  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,643,885 3,569,162

受取手形及び売掛金 556,933 598,929

商品及び製品 3,594,151 3,185,380

仕掛品 116,498 72,417

原材料及び貯蔵品 93,486 84,341

繰延税金資産 164,274 160,564

その他 483,109 571,266

貸倒引当金 △14,591 △16,723

流動資産合計 7,637,748 8,225,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 964,267 971,203

造作(純額) 654,181 646,438

機械装置及び運搬具（純額） 11,483 11,643

土地 1,175,074 1,177,374

リース資産（純額） 37,116 35,428

その他（純額） 351,079 344,141

有形固定資産合計 3,193,202 3,186,229

無形固定資産 72,836 58,470

投資その他の資産   

投資有価証券 726,219 601,519

長期貸付金 500,014 194,956

繰延税金資産 1,645,075 1,508,120

リース資産（純額） 451,892 465,449

営業保証金 7,068,202 6,756,763

差入保証金 2,062,725 2,089,474

その他 1,125,382 1,441,067

貸倒引当金 △539,490 △430,670

投資その他の資産合計 13,040,022 12,626,680

固定資産合計 16,306,061 15,871,380

資産合計 23,943,809 24,096,719
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,209,089 1,201,934

短期借入金 6,562,060 5,906,780

リース債務 62,498 58,292

未払金 400,379 384,743

未払法人税等 32,505 120,799

賞与引当金 134,266 187,810

その他 1,335,569 825,775

流動負債合計 9,736,368 8,686,136

固定負債   

長期借入金 6,553,020 7,552,080

リース債務 451,819 450,956

退職給付引当金 866,125 865,376

役員退職慰労引当金 345,288 340,528

その他 213,886 213,932

固定負債合計 8,430,140 9,422,874

負債合計 18,166,508 18,109,010

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 1,430,272

利益剰余金 428,244 747,095

自己株式 △91,352 △87,533

株主資本合計 5,682,933 6,005,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,039 △41,222

評価・換算差額等合計 71,039 △41,222

新株予約権 23,328 23,328

純資産合計 5,777,301 5,987,708

負債純資産合計 23,943,809 24,096,719
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,531,548 4,032,948

売上原価 1,856,483 1,463,584

売上総利益 2,675,065 2,569,363

販売費及び一般管理費   

販売促進費 236,754 237,103

給料及び賞与 946,304 963,478

賞与引当金繰入額 86,568 71,632

役員退職慰労金 － 6,200

退職給付費用 44,498 46,073

役員退職慰労引当金繰入額 5,558 4,760

福利厚生費 231,114 234,927

賃借料 380,918 346,153

その他 921,400 866,233

販売費及び一般管理費合計 2,853,117 2,776,562

営業損失（△） △178,052 △207,198

営業外収益   

受取利息 1,250 2,704

受取配当金 6,048 6,365

為替差益 24,293 －

受取家賃 － 79,134

その他 23,850 16,442

営業外収益合計 55,443 104,646

営業外費用   

支払利息 78,412 76,717

賃貸費用 － 72,479

持分法による投資損失 2,249 －

為替差損 － 10,049

貸倒引当金繰入額 11,222 31,500

その他 9,447 8,420

営業外費用合計 101,332 199,166

経常損失（△） △223,941 △301,718

特別利益   

固定資産売却益 6,881 －

貸倒引当金戻入額 16,482 2,312

特別利益合計 23,364 2,312
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

固定資産除売却損 8,381 5,051

減損損失 － 2,300

投資有価証券評価損 185 －

貸倒引当金繰入額 － 77,500

特別損失合計 8,566 84,851

税金等調整前四半期純損失（△） △209,143 △384,257

法人税、住民税及び事業税 35,825 21,347

法人税等調整額 △70,215 △153,408

法人税等合計 △34,389 △132,061

四半期純損失（△） △174,753 △252,196
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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   

税金等調整前四半期純損失（△） △209,143 △384,257

減価償却費 62,250 71,314

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,430 106,687

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,330 △53,544

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,096 749

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,558 4,760

受取利息及び受取配当金 △7,299 △9,069

支払利息 78,412 76,717

投資有価証券評価損益（△は益） 185 －

固定資産売却益 △6,881 －

固定資産除売却損 8,381 5,051

減損損失 － 2,300

為替差損益（△は益） △43,008 9,330

持分法による投資損益（△は益） 2,249 －

売上債権の増減額（△は増加） 149,832 41,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △451,801 △461,998

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12,071 79,927

仕入債務の増減額（△は減少） △114,586 7,155

未払金の増減額（△は減少） △54,326 9,281

その他の流動負債の増減額（△は減少） 437,991 516,704

その他 △15,022 △4,349

小計 △198,082 18,756

利息及び配当金の受取額 6,882 7,118

利息の支払額 △66,768 △80,765

法人税等の支払額 △109,992 △99,963

営業活動によるキャッシュ・フロー △367,961 △154,853

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 △6,000 △6,000

定期預金の払戻による収入 23,000 21,000

有形固定資産の取得による支出 △91,795 △62,206

有形固定資産の売却による収入 63,028 －

投資有価証券の売却による収入 228 228

貸付けによる支出 △98,000 －

貸付金の回収による収入 3,262 10,142

営業保証金の支出 △853,700 △548,590

営業保証金の回収による収入 247,710 237,151

差入保証金の差入による支出 △11,220 △4,977

差入保証金の回収による収入 48,734 31,726

その他投資の増減額（△は増加） △37,426 △9,037
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

その他長期負債の増減額（△は減少） 9,084 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △703,093 △330,609

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） 255,499 800,000

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △862,744 △1,143,780

自己株式の純増減額（△は増加） △11 △3,818

割賦債務の返済による支出 △157 －

リース債務の返済による支出 － △14,828

配当金の支払額 △61,219 △60,300

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,367 △422,728

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,221 △2,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,037,465 △910,277

現金及び現金同等物の期首残高 3,451,497 3,233,162

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,414,032 2,322,885
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 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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