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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,974 2.9 267 ― 352 ― 164 ―
21年3月期第2四半期 4,833 ― △303 ― △419 ― △426 ―

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2四半期 25.47 ―
21年3月期第2四半期 △65.66 ―

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

22年3月期第2四半期 34,159 3,216 9.4 500.10
21年3月期 34,025 3,053 9.0 471.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,216百万円 21年3月期  3,053百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00
22年3月期 

（予想）
― 15.00 30.00

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 10,800 1.6 430 103.0 530 ― 270 ― 41.80
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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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
は、４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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 6,820,000株 21年3月期  6,820,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  387,540株 21年3月期  348,200株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 6,449,279株 21年3月期第2四半期 6,497,254株

2



当第２四半期連結累計期間売上高は前年同期比2.9％増の4,974百万円となりました。 

ホテル事業は、婚礼部門において、１組当たりの衣裳売上、料理売上の向上に努めましたが、施行数

減少により、売上高は前年同期比5.8％減の1,638百万円となりました。 

式典事業は前期オープンした新斎場の通年稼動もあり葬儀施行件数が増加し、売上高は前年同期比

7.2％増の3,080百万円となりました。 

その他の事業は、有料老人ホーム「サンガーデン湘南」の稼動もあり、前年同期比16.8％増の255百

万円となりました。 

営業費用は、全社的な人員配置の効率化、仕入原価の低減により、前年同期比8.3％減の4,707百万円

となりました。 

これらの結果、営業利益は267百万円(前年同期は営業損失303百万円)となりました。 

また、経常利益は352百万円(前年同期は経常損失419百万円)、四半期純利益は164百万円(前年同期は

四半期純損失426百万円)となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は34,159百万円となりました。 

（資産） 

当第２四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ133百万円増加し、34,159百万円となりまし

た。これは、未収還付法人税等の減少等による流動資産の減少73百万円、土地の取得等による有形固

定資産の増加726百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少129百万円、供託金の取り崩し等

による投資その他の資産の減少394百万円によるものです。 

（負債） 

当第２四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ30百万円減少し、30,942百万円となりま

した。これは、買掛金の減少52百万円、前払式特定取引前受金の減少62百万円、未払金の減少50百万

円及び未払法人税等の増加123百万円等によるものです。 

（純資産） 

当第２四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ163百万円増加し、3,216百万円となり

ました。これは、その他有価証券評価差額金が125百万円増加したこと等によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比

べ100百万円増加し、4,386百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・

フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は811百万円となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益318百万円、減価償却費394百万円、のれん償却額116百万円が主たる

要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は586百万円となりました。これ

は、供託金の返還による収入1,200百万円、投資有価証券の償還による収入200百万円及び投資有価証

券の売却による収入44百万円があった一方、有形及び無形固定資産の取得による支出1,133百万円、

投資有価証券の取得による支出899百万円があったことが主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は124百万円となりました。これ

は、配当金の支払額96百万円が主たる要因であります。 
  

【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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当第２四半期の業績につきましては、平成21年11月９日に公表いたしました「第２四半期業績予想の

差異に関するお知らせ」の通りであります。尚、通期連結業績予想は第３四半期以降の景気の不透明感

と葬祭市場の蓋然性の乏しさから、そのまま据え置くことといたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

  

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

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② たな卸資産の評価方法

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

④ 繰延税金資産の算定方法

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,608,877 4,524,017

売掛金 357,172 380,769

有価証券 105,549 89,947

商品及び製品 36,094 35,247

原材料及び貯蔵品 58,142 65,701

その他 188,290 332,141

流動資産合計 5,354,127 5,427,824

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,388,635 7,636,577

土地 9,277,981 8,283,598

その他（純額） 511,676 531,983

有形固定資産合計 17,178,293 16,452,159

無形固定資産   

のれん 1,944,091 2,060,736

その他 475,211 487,961

無形固定資産合計 2,419,303 2,548,698

投資その他の資産   

供託金 2,774,665 3,974,665

その他 6,477,763 5,675,261

貸倒引当金 △55,176 △57,883

投資その他の資産合計 9,197,251 9,592,043

固定資産合計 28,794,848 28,592,901

繰延資産   

開業費 10,523 5,200

繰延資産合計 10,523 5,200

資産合計 34,159,500 34,025,926
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

買掛金 514,390 566,868

未払金 235,889 286,687

未払法人税等 171,314 47,738

引当金 160,421 110,600

その他 500,963 534,533

流動負債合計 1,582,979 1,546,428

固定負債   

前払式特定取引前受金 28,772,051 28,834,431

引当金 204,688 197,311

その他 382,845 394,456

固定負債合計 29,359,584 29,426,199

負債合計 30,942,563 30,972,627

純資産の部   

株主資本   

資本金 610,000 610,000

資本剰余金 236,733 236,733

利益剰余金 2,822,344 2,755,149

自己株式 △385,387 △356,662

株主資本合計 3,283,690 3,245,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66,754 △191,921

評価・換算差額等合計 △66,754 △191,921

純資産合計 3,216,936 3,053,298

負債純資産合計 34,159,500 34,025,926
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,833,303 4,974,955

売上原価 4,120,163 3,801,596

売上総利益 713,140 1,173,359

販売費及び一般管理費 1,016,243 906,177

営業利益又は営業損失（△） △303,103 267,181

営業外収益   

受取配当金 25,118 23,065

前受金月掛中断収入 33,734 48,720

不動産賃貸収入 15,634 11,724

投資有価証券売却益 － 10,247

その他 65,518 29,690

営業外収益合計 140,005 123,448

営業外費用   

不動産賃貸費用 12,764 12,715

投資有価証券評価損 205,201 －

前受金復活損失引当金繰入額 23,586 23,422

その他 14,352 1,777

営業外費用合計 255,905 37,915

経常利益又は経常損失（△） △419,003 352,714

特別損失   

固定資産除売却損 17,135 12,892

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,512 －

投資有価証券評価損 177,113 21,802

ゴルフ会員権評価損 16,480 －

特別損失合計 214,242 34,694

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△633,246 318,020

法人税、住民税及び事業税 13,015 135,915

法人税等調整額 △219,613 17,832

法人税等合計 △206,598 153,747

四半期純利益又は四半期純損失（△） △426,647 164,272
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△633,246 318,020

減価償却費 412,369 394,382

のれん償却額 116,645 116,645

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,868 2,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △315,562 －

長期未払金の増減額（△は減少） 320,355 △8,834

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,127 △2,706

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,426 49,821

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000 －

前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） 853 4,744

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 3,512 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,763

投資有価証券評価損益（△は益） 382,315 21,802

ゴルフ会員権評価損 16,480 －

受取利息及び受取配当金 △38,286 △32,149

有形固定資産除売却損益（△は益） 17,135 12,892

売上債権の増減額（△は増加） 38,847 23,596

たな卸資産の増減額（△は増加） 549 6,712

仕入債務の増減額（△は減少） △116,889 △52,477

未払金の増減額（△は減少） △175,963 △31,406

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) 13,200 △62,380

保証金の増減額(△は増加) △46,272 △83,357

破産更生債権等の増減額（△は増加） 12,295 2,706

その他の流動資産の増減額（△は増加） 71,545 68,201

その他の流動負債の増減額（△は減少） 189,679 △30,885

その他 － △10,285

小計 313,731 697,911

利息及び配当金の受取額 38,372 30,999

法人税等の支払額 △227,655 △24,659

法人税等の還付額 101,588 107,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 226,036 811,506
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △671,217 △1,133,751

有形固定資産の除却による支出 △11,834 △951

投資有価証券の取得による支出 △102,000 △899,957

投資有価証券の償還による収入 103,840 200,000

投資有価証券の売却による収入 － 44,497

出資金の払込による支出 △1,000 －

供託金の返還による収入 － 1,200,000

貸付けによる支出 △2,251 －

貸付金の回収による収入 1,000 3,831

保険積立金の積立による支出 △1,963 －

その他 9 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △685,417 △586,331

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △96,490 △96,005

新株予約権の行使による株式の発行による収入 28,273 －

自己株式の取得による支出 △4,103 △28,725

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,320 △124,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △531,701 100,443

現金及び現金同等物の期首残高 4,424,586 4,285,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  3,892,884 ※１  4,386,419
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 該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １. 事業区分は、売上の集計区分によっております。 

２. 各事業区分に含まれる主な営業店舗、事業等 

(1)ホテル事業………ホテルサンライフガーデン、八王子ホテルニューグランド、ザ・ウイングス 

(2)式典事業…………斎場  平塚斎場、伊勢原総合ホール、西湘ホール、小田原式典総合ホール、 

しぶさわホール、サン・ライフ サカエヤ・ホール、相模斎場、 

大和総合ホール、橋本総合ホール、町田総合ホール、座間ホール、 

八王子総合ホール、南多摩総合ホール、高倉総合ホール、八王子南口総合ホール

仏壇店 平塚仏壇店、相模原仏壇店、八王子仏壇店 

エンバーミング（ご遺体衛生保全） 

(3)その他の事業…介護事業、互助会会員募集、婚礼葬儀施行斡旋事業、ファイナンシャル・サポート・サービ

ス、有料老人ホーム事業他 

  

  

 
(注) １. 事業区分は、売上の集計区分によっております。 

２. 各事業区分に含まれる主な営業店舗、事業等 

(1)ホテル事業………ホテルサンライフガーデン、八王子ホテルニューグランド、ザ・ウイングス 

(2)式典事業…………斎場  平塚斎場、伊勢原総合ホール、西湘ホール、小田原式典総合ホール、 

しぶさわホール、サン・ライフ サカエヤ・ホール、相模斎場、 

大和総合ホール、橋本総合ホール、相模原会館、町田総合ホール、座間ホール、

八王子総合ホール、南多摩総合ホール、高倉総合ホール、八王子南口総合ホール

仏壇店 サカエヤ仏壇店、サカエヤ仏壇店相模原店、サカエヤ仏壇店八王子店 

エンバーミング（ご遺体衛生保全） 

(3)その他の事業…介護事業、互助会会員募集、婚礼葬儀施行斡旋事業、ファイナンシャル・サポート・サービ

ス、有料老人ホーム事業他 

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日)

ホテル事業 
(千円)

式典事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,739,208 2,875,140 218,954 4,833,303 ― 4,833,303

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

34,111 ― 305,704 339,815 (339,815) ―

計 1,773,320 2,875,140 524,658 5,173,119 (339,815) 4,833,303

営業利益又は営業損失(△) △25,811 487,091 △145,206 316,073 △619,177 △303,103

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日)

ホテル事業 
(千円)

式典事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,638,409 3,080,800 255,745 4,974,955 ― 4,974,955

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

36,149 ― 373,485 409,635 (409,635) ―

計 1,674,558 3,080,800 629,231 5,384,590 (409,635) 4,974,955

営業利益又は営業損失(△) 104,076 606,612 △28,417 682,271 △415,089 267,181
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該当事項はありません。 

(6) 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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