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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 14,317 △8.2 703 22.9 481 73.5 △52 ―

21年3月期第3四半期 15,597 ― 572 ― 277 ― 112 ―

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3四半期 △2.95 ―

21年3月期第3四半期 6.29 ―

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3四半期 24,049 5,810 24.1 330.79
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3四半期  5,787百万円 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

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

3.75 
～7.50

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 20,059 △5.2 848 △0.2 544 30.3 21 △88.5 1.19
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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。業績予想の前提に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3四半期 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3四半期  519,186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3四半期 17,615,733株 21年3月期第3四半期 17,853,995株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国の経済環境は、一部に景気の

持ち直しが見られるものの、企業収益や設備投資が減少し、雇用情勢の悪化は一段と厳しさを増し、物価下落が進行

するなど、個人消費の先行きには依然として不透明感が残る状況で推移いたしました。 

  宗教用具関連業界におきましても、個人消費の低迷による販売基数の減少に加えて、購入商品の小型化による単価

の低下傾向などが見られ、総じて厳しい環境下にあります。 

 このような情勢のなか、当企業グループは全販売員を対象とした接遇教育の強化に取り組むとともに、地域別に分

割した「５営業部制」を深化させて地域に根ざした販売活動を行なうため、外商員制度を取り入れるなど、シェア拡

大を図ってまいりました。 

 さらに、変化する顧客ニーズに対応したご遺骨供養の方法として、従来の霊園販売に加え、新形態の納骨堂（本郷

陵苑）の販売を開始いたしました。 

 また、昭和４年の長谷川仏具店の創業から80周年を迎えた記念事業の一環として、記念仏壇の製作・販売を行なう

とともに、平成21年11月に福岡本店、同年12月に銀座本店にて美術運動体“九つの音色”とのコラボレーションによ

る『祈りの継承展』を開催いたしました。 

 これらの結果、宗教用具関連事業の売上高につきましては、当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成

21年９月30日）は販売基数の減少によって前年同四半期比4.8％減の減収でしたが、当第３四半期連結会計期間（平

成21年10月１日～平成21年12月31日）は前年同四半期比4.8％増の増収に転じました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）の宗教用具関連事業の売上高は

前年と同水準の143億17百万円（前年同四半期比2.0％減）となり、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９億86百万円が当第３四半期連結累計期間はなくなった影響もあり、当企業グ

ループの売上高は前年同四半期比8.2％減の143億17百万円となり、当第２四半期連結累計期間の売上高前年同期比

12.1％減に比べて3.9％改善いたしました。 

 営業利益につきましては、売上原価の低減や経費の効率的な支出に努めた結果、７億３百万円（前年同四半期比

22.9％増）、経常利益につきましては、４億81百万円（前年同四半期比73.5％増）となりました。 

 四半期純損益につきましては、福岡国税局による税務調査の指摘に応じた修正申告により（当第２四半期連結会計

期間）、過年度法人税等を含めた税金費用が２億16百万円増加した影響もあって、52百万円の四半期純損失（前年同

四半期は１億12百万円の四半期純利益）となりました。 

  

  

(1) 財政状態の変動状況  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少して240億49百万円、負

債合計は１億30百万円増加して182億39百万円、純資産は１億77百万円減少して58億10百万円となり、自己資本比

率は24.1％となりました。 

 主な内容としては、流動資産は、現金及び預金が減少しましたが、商品及び製品の増加、繰延税金資産の増加及

び流動資産その他の短期貸付金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ３億35百万円増加し、85億61百万円と

なりました。 

 固定資産は、基幹システムのアップグレードによるリース資産の増加や墓石販売に伴う建墓権を確保するための

営業保証金が増加しましたが、関係会社の清算に伴ない、繰延税金資産が減少したことなどにより前連結会計年度

末に比べ３億82百万円減少し、154億88百万円となりました。 

 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負債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７億88百万円増加し、94億74百万円となりました。 

 固定負債は、リース債務が増加しましたが、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末に比べ６億57百万円

減少し、87億65百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失及び配当金による利益剰余金の減少や自己株式の増加により、前連結会計年度末に比べ

１億77百万円減少し、58億10百万円となりました。 

  

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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(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、５億２

百万円減少して27億31百万円となりました。 

 当第３四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) 

 当第３四半期連結累計期間において得られた資金は２億75百万円(前年同四半期は２億36百万円の支出)となりま

した。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益４億５百万円を計上したことや、減価償却費２億30百万円、その他流動

負債(前受金など)の増加額３億24百万円などの増加要因があった一方で、たな卸資産の増加額３億55百万円や法人

税等の支払額２億75百万円などの減少要因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、４億52百万円(前年同四半期は22億68百万円の支出)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４億66百万円(支出15億99百万円、回収11億33百

万円)などがあったためであります。 

(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、３億20百万円(前年同四半期は17億63百万円の獲得)となりました。 

 これは主に、借入金の返済による減少額１億14百万円、リース債務の返済56百万円や自己株式の取得83百万円及

び配当金の支払額66百万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、平成21年10月30日に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３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、当第２四半期連結会計期

間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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,064,037 3,569,162

受取手形及び売掛金 601,523 598,929

商品及び製品 3,541,100 3,185,380

仕掛品 58,009 72,417

原材料及び貯蔵品 98,918 84,341

繰延税金資産 453,421 160,564

その他 756,512 571,266

貸倒引当金 △12,200 △16,723

流動資産合計 8,561,323 8,225,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 934,808 971,203

造作(純額) 623,624 646,438

機械装置及び運搬具（純額） 11,648 11,643

土地 1,175,074 1,177,374

リース資産（純額） 32,969 35,428

その他（純額） 321,545 344,141

有形固定資産合計 3,099,670 3,186,229

無形固定資産 229,033 58,470

投資その他の資産   

投資有価証券 609,720 601,519

長期貸付金 391,624 194,956

繰延税金資産 964,912 1,508,120

リース資産（純額） 423,494 465,449

営業保証金 7,222,993 6,756,763

差入保証金 2,019,173 2,089,474

その他 1,049,844 1,441,067

貸倒引当金 △521,799 △430,670

投資その他の資産合計 12,159,963 12,626,680

固定資産合計 15,488,668 15,871,380

資産合計 24,049,991 24,096,719
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,182,289 1,201,934

短期借入金 6,560,400 5,906,780

リース債務 97,460 58,292

未払金 294,922 384,743

未払法人税等 75,473 120,799

賞与引当金 94,865 187,810

販売促進引当金 27,790 －

その他 1,141,189 825,775

流動負債合計 9,474,390 8,686,136

固定負債   

長期借入金 6,784,450 7,552,080

リース債務 549,229 450,956

退職給付引当金 882,897 865,376

役員退職慰労引当金 347,873 340,528

その他 200,579 213,932

固定負債合計 8,765,029 9,422,874

負債合計 18,239,419 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 628,395 747,095

自己株式 △171,087 △87,533

株主資本合計 5,803,348 6,005,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,104 △41,222

評価・換算差額等合計 △16,104 △41,222

新株予約権 23,328 23,328

純資産合計 5,810,571 5,987,708

負債純資産合計 24,049,991 24,096,719
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,597,815 14,317,204

売上原価 6,462,409 5,326,217

売上総利益 9,135,405 8,990,986

販売費及び一般管理費   

販売促進費 689,031 598,007

給料及び賞与 3,034,691 3,066,669

賞与引当金繰入額 79,685 82,121

役員退職慰労金 － 6,200

退職給付費用 151,302 144,177

役員退職慰労引当金繰入額 16,362 14,195

福利厚生費 712,771 733,463

賃借料 1,118,204 1,025,735

その他 2,760,590 2,616,520

販売費及び一般管理費合計 8,562,639 8,287,091

営業利益 572,766 703,895

営業外収益   

受取利息 10,251 16,197

受取配当金 9,739 9,554

受取家賃 － 233,786

その他 64,883 47,389

営業外収益合計 84,873 306,927

営業外費用   

支払利息 245,531 231,323

賃貸費用 － 217,045

持分法による投資損失 26,079 －

為替差損 35,766 18,805

貸倒引当金繰入額 38,237 24,000

その他 34,320 37,842

営業外費用合計 379,936 529,017

経常利益 277,703 481,805

特別利益   

固定資産売却益 147,139 －

投資有価証券売却益 － 8,053

貸倒引当金戻入額 10,520 14,893

退職給付制度終了益 53,871 －

特別利益合計 211,530 22,947

特別損失   

固定資産除売却損 34,193 8,437

減損損失 308,500 13,146

投資有価証券評価損 19,660 －

貸倒引当金繰入額 － 77,500

退職特別加算金 62,496 －

特別損失合計 424,851 99,084

税金等調整前四半期純利益 64,383 405,667
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 92,205 65,750

過年度法人税等 － 143,590

法人税等調整額 △140,177 248,372

法人税等合計 △47,972 457,713

四半期純利益又は四半期純損失（△） 112,356 △52,045
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,385,477 4,461,606

売上原価 1,746,171 1,642,232

売上総利益 2,639,306 2,819,374

販売費及び一般管理費   

販売促進費 167,241 136,267

貸倒引当金繰入額 6,730 －

給料及び賞与 931,369 944,731

賞与引当金繰入額 79,685 82,121

退職給付費用 61,508 50,063

役員退職慰労引当金繰入額 4,759 4,332

福利厚生費 250,183 270,472

賃借料 357,956 335,469

その他 905,862 858,666

販売費及び一般管理費合計 2,765,297 2,682,125

営業利益又は営業損失（△） △125,991 137,248

営業外収益   

受取利息 2,711 4,466

受取配当金 3,445 3,074

為替差益 － 1,204

受取家賃 － 77,200

その他 26,883 20,692

営業外収益合計 33,040 106,638

営業外費用   

支払利息 85,394 77,854

賃貸費用 － 72,598

持分法による投資損失 9,881 －

為替差損 50,069 －

貸倒引当金繰入額 6,015 －

その他 12,297 17,081

営業外費用合計 163,658 167,534

経常利益又は経常損失（△） △256,609 76,352

特別利益   

固定資産売却益 140,257 －

貸倒引当金戻入額 － 25,876

退職給付制度終了益 53,871 －

特別利益合計 194,129 25,876

特別損失   

固定資産除売却損 20,034 1,021

減損損失 304,225 10,846

投資有価証券評価損 11,165 －

退職特別加算金 28,833 －

特別損失合計 364,258 11,868

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（△）

△426,739 90,361

法人税、住民税及び事業税 13,815 24,900

法人税等調整額 △387,721 36,434

法人税等合計 △373,906 61,334

四半期純利益又は四半期純損失（△） △52,833 29,026
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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   

税金等調整前四半期純利益 64,383 405,667

減価償却費 201,540 230,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 237 86,606

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,821 △92,945

販売促進引当金の増減額（△は減少） － 27,790

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,734 17,521

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,213 7,344

受取利息及び受取配当金 △19,990 △25,751

支払利息 245,531 231,323

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,053

投資有価証券評価損益（△は益） 19,660 －

固定資産売却益 △147,139 －

固定資産除売却損 34,193 8,437

減損損失 308,500 13,146

為替差損益（△は益） 68,720 15,127

持分法による投資損益（△は益） 26,079 －

売上債権の増減額（△は増加） 150,333 △2,594

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,007 △355,889

その他の流動資産の増減額（△は増加） △90,588 △9,116

仕入債務の増減額（△は減少） △618,438 △19,645

未払金の増減額（△は減少） △82,857 △89,530

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,631 324,997

その他 △16,778 4,737

小計 100,669 770,085

利息及び配当金の受取額 20,332 20,121

利息の支払額 △226,947 △238,567

法人税等の支払額 △130,364 △275,743

営業活動によるキャッシュ・フロー △236,309 275,896

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 △18,000 △23,000

定期預金の払戻による収入 23,000 26,000

有形固定資産の取得による支出 △227,176 △96,065

有形固定資産の売却による収入 63,357 －

無形固定資産の取得による支出 △698 △2,900

投資有価証券の取得による支出 △10,000 △10,000

投資有価証券の売却による収入 711 36,871

貸付けによる支出 △928,679 △75,000

貸付金の回収による収入 644,547 31,677

営業保証金の支出 △2,790,668 △1,599,528

営業保証金の回収による収入 890,612 1,133,298

差入保証金の差入による支出 △19,253 △12,265

差入保証金の回収による収入 126,963 82,567

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40,912 69,891

その他の固定負債の増減額(△は減少) 17,237 △13,935

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,268,959 △452,388
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） △299,501 325,000

長期借入れによる収入 5,000,000 3,020,000

長期借入金の返済による支出 △2,791,349 △3,459,010

自己株式の純増減額（△は増加） △8,291 △83,554

割賦債務の返済による支出 △5,081 －

リース債務の返済による支出 － △56,379

配当金の支払額 △132,729 △66,945

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,763,047 △320,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,286 △4,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △745,508 △502,124

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 2,705,989 2,731,037
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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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