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1.  平成22年9月期第1四半期の業績（平成21年10月1日～平成21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 ％

22年9月期第1四半期 1,864 18.0 225 23.2 210 22.6 122 24.9
21年9月期第1四半期 1,580 ― 182 ― 171 ― 98 ―

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9月期第1四半期 5,384.89 ―

21年9月期第1四半期 4,318.16 4,311.78

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9月期第1四半期 6,674 1,517 22.7 66,617.31
21年9月期 6,058 1,451 24.0 63,733.12

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  1,517百万円 21年9月期  1,451百万円

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9月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22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

3,595 11.2 348 △6.2 314 △9.0 170 △13.8 75.01

通期 6,982 12.3 578 8.9 480 2.8 262 △5.1 115.30
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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） 

(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 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9月期第1四半期  22,780株 21年9月期  22,780株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  ―株 21年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第1四半期  22,780株 21年9月期第1四半期  22,780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。 

－2－



当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部の景気指標では改善傾向が見られるものの、厳しい雇用情勢や

デフレの影響を受け、個人消費は依然低調に推移しております。 

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、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しております。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、依然として逓減傾向にあります。 

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25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１四半期会計期間の葬儀請負施行件数は1,396件（前年同期比23.8％増）、売上高は18億64百万円

(同18.0％増）、営業利益は２億25百万円(同23.2％増）、経常利益は２億10百万円(同22.6％増）、四半期純利益は１

億22百万円(同24.9％増）となりました。 

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

(a) 葬祭事業 

当第１四半期会計期間は、名古屋市内に「ティア瑞穂」及び「ティア名東」、愛知県春日井市に「ティア春日井」

を新たに直営会館として開設しました。平成21年10月10日に同時オープンした「ティア瑞穂」と「ティア名東」は、

名古屋市内にドミナント方式で出店している既存店との相乗効果により順調な滑り出しを見せております。また、

「ティア春日井」は、平成21年12月末より営業を開始しております。 

既存店においては、当社が創業時より提案しております葬儀費用の「生前見積り」に加え、競合他社の会員を対象

とした当社会員への「のりかえ」を新たなキーワードとして掲げ、「ティアの会」入会キャンペーンや葬祭見学会・

人形供養祭等のイベントを定期的に開催し、さらに、既存会員への働きかけや提携団体・企業に向けての営業等にも

積極的に取り組み、会員数拡大に注力しました。 

この結果、当会計期間は会員数の増加が葬儀施行件数に寄与し、売上高は18億43百万円（同17.7％増）となりまし

た。 

(b) フランチャイズ事業 

当第１四半期会計期間におけるＦＣ店の新規出店はありませんでしたが、新規クライアントとの間でフランチャイ

ズ契約を２件締結し、それらの加盟金等が計上されたため、売上高は20百万円（同49.4％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６億16百万円増加いたしました。こ

れは主に、無形固定資産が減価償却に伴い９百万円減少したものの、現金及び預金が３億27百万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、５億50百万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３億13百万円増加したこと及び短期借入金が１億66百万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、65百万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、前事業年度末と比べ３億27百

万円増加し、13億46百万円となりました。 

 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。 

  (営業活動によるキャッシュ・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１億93百万円（前年同期比16.8％増）となり

ました。これは主に法人税等の支払額１億22百万円があったものの、税引前四半期純利益が２億10百万円であっ

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、投資活動の結果使用した資金は２億87百万円（前年同期は0.8百万円の獲

得）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２億79百万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４億21百万円（前年同期比995.7％増）とな

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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りました。これは長期借入金の返済による支出２億86百万円があったものの、短期借入れによる収入２億円や長

期借入れによる収入６億円があったこと等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。 

 該当事項はありません。 

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１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,346,068 1,018,950

売掛金 100,655 122,878

商品 11,553 8,791

その他 138,134 177,151

貸倒引当金 △3,225 △3,721

流動資産合計 1,593,186 1,324,051

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,484,026 1,873,503

土地 945,605 883,003

その他（純額） 310,438 632,775

有形固定資産合計 3,740,070 3,389,282

無形固定資産 273,882 283,277

投資その他の資産   

差入保証金 891,913 895,854

その他 175,609 166,022

投資その他の資産合計 1,067,523 1,061,877

固定資産合計 5,081,476 4,734,437

資産合計 6,674,663 6,058,488

負債の部   

流動負債   

買掛金 310,533 236,212

短期借入金 166,700 －

1年内返済予定の長期借入金 1,197,260 1,123,894

未払法人税等 72,460 132,140

賞与引当金 30,930 60,617

その他 313,112 319,756

流動負債合計 2,090,996 1,872,620

固定負債   

長期借入金 2,869,503 2,629,610

その他 196,621 104,417

固定負債合計 3,066,124 2,734,027

負債合計 5,157,120 4,606,647
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 580,750 580,750

資本剰余金 214,250 214,250

利益剰余金 722,585 656,868

株主資本合計 1,517,585 1,451,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43 △27

評価・換算差額等合計 △43 △27

純資産合計 1,517,542 1,451,840

負債純資産合計 6,674,663 6,058,488
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,580,301 1,864,468

売上原価 1,080,687 1,265,465

売上総利益 499,614 599,002

販売費及び一般管理費 316,708 373,660

営業利益 182,906 225,342

営業外収益   

受取利息 1,094 1,521

受取保険金 2,000 1,842

その他 1,818 2,460

営業外収益合計 4,913 5,824

営業外費用   

支払利息 15,179 19,229

その他 1,000 1,500

営業外費用合計 16,179 20,729

経常利益 171,640 210,436

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 488

特別利益合計 － 488

特別損失   

固定資産除売却損 439 472

特別損失合計 439 472

税引前四半期純利益 171,200 210,452

法人税、住民税及び事業税 55,034 68,206

法人税等調整額 17,928 19,577

法人税等合計 72,962 87,784

四半期純利益 98,238 122,667
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21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 171,200 210,452

減価償却費 48,859 68,354

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,221 △29,687

受取利息及び受取配当金 △1,100 △1,528

支払利息 15,179 19,229

売上債権の増減額（△は増加） △20,911 22,222

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,440 △3,965

貸倒引当金の増減額（△は減少） 111 △495

仕入債務の増減額（△は減少） 50,740 74,321

その他 46,036 △24,932

小計 282,453 333,970

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △13,786 △18,363

法人税等の支払額 △103,269 △122,376

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,404 193,236

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 △279,090

無形固定資産の取得による支出 － △3,117

差入保証金の差入による支出 △386 △12,590

差入保証金の回収による収入 6,553 8,053

その他 △259 △453

投資活動によるキャッシュ・フロー 888 △287,198

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 200,000

短期借入金の返済による支出 － △33,300

長期借入れによる収入 300,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △212,143 △286,741

リース債務の返済による支出 － △8,321

割賦債務の返済による支出 － △1,260

配当金の支払額 △49,425 △49,296

財務活動によるキャッシュ・フロー 38,431 421,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,724 327,117

現金及び現金同等物の期首残高 696,025 1,018,950

現金及び現金同等物の四半期末残高 900,749 1,346,068
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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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該当事項はありません。 

６．その他の情報
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