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1.  平成22年9月期第2四半期の業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 3,933 21.7 511 37.6 478 38.2 279 41.3
21年9月期第2四半期 3,233 ― 371 ― 345 ― 198 ―

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2四半期 122.89 ―

21年9月期第2四半期 8,710.22 8,702.16

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2四半期 6,769 1,674 24.7 735.22
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2四半期  1,674百万円 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 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 7,458 20.0 753 41.8 686 46.9 394 42.5 173.08
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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2四半期  2,278,000株 21年9月期  22,780株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  ―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2四半期  2,278,000株 21年9月期第2四半期  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２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善が見られるなど景気回復基調にあるものの、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、業

界全体における葬儀発生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・所得環境の影響から、依然として逓減傾向を示しております。 

このような状況下、当社は創業以来、価格体系の明確化に努めるとともに、より質の高い葬儀サービスを提供する

ことにより顧客満足度を高めるために社員教育の充実に尽力しております。また、さらなる経営基盤の拡充のため

に、名古屋市内を中心とした愛知県内での25会館の他、大阪府門真市の１会館を直営会館として運営しております。

これにより、当第２四半期累計期間の葬儀請負施行件数は2,987件（前年同期比28.9％増）、売上高は39億33百万

円(同21.7％増）、営業利益は５億11百万円(同37.6％増）、経常利益は４億78百万円(同38.2％増）、四半期純利益

は２億79百万円(同41.3％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 

当事業年度より、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ました。当第２四半期累計期間においても引き続

き「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。 

当第２四半期累計期間に新たに開設した３店舗（名古屋市内に開設した「ティア瑞穂」及び「ティア名東」、愛

知県春日井市に開設した「ティア春日井」）は、すでに既存店並みの業績を上げ順調に推移しております。また、

既存店においても業績は全般的に前年同期実績を上回っております。 

この結果、当第２四半期累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39億２百万円（同21.7％

増）となりました。 

(b) フランチャイズ事業 

当第２四半期累計期間におけるＦＣ店の新規出店はありませんでしたが、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や信頼度の向上に努めてまいりまし

た。この結果、売上高は30百万円（同16.7％増）となりました。 

[資産、負債及び純資産の状況] 

当第２四半期会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７億10百万円増加いたしました。これ

は主に、現金及び預金が４億１百万円増加また有形固定資産が３億72百万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、４億87百万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１億76百万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、２億22百万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２四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４億

１百万円増加し、14億20百万円となりました。 

なお、当第２四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２四半期累計期間において、営業活動の結果、得られた資金は６億11百万円（前年同期比10.3％増）となり

ました。これは主に税引前四半期純利益が４億77百万円であったことや減価償却費１億44百万円を計上したこと等

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２四半期累計期間において、投資活動の結果、使用した資金は３億78百万円（前年同期比46.1％減）となり

ました。これは主に有形固定資産取得による支出３億72百万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２四半期累計期間において、財務活動の結果、得られた資金は１億68百万円（前年同期比64.2%減）となり

ました。これは長期借入金の借入による収入８億円があったものの、長期借入金返済による支出が６億23百万円が

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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平成22年９月期通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間の実績及び今後の計画等を勘案した結果、平

成21年11月11日の決算発表時に公表いたしました業績予想を上回る見込みであるため、本日（平成22年５月10日）開

示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」にて通期業績予想を修正しております。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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２四半期会計期間末 
(平成22年３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 1,420,708 1,018,950

売掛金 126,111 122,878

商品 10,251 8,791

その他 133,846 177,151

貸倒引当金 △4,774 △3,721

流動資産合計 1,686,144 1,324,051

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,441,200 1,873,503

土地 945,605 883,003

その他（純額） 374,667 632,775

有形固定資産合計 3,761,472 3,389,282

無形固定資産 261,272 283,277

投資その他の資産   

差入保証金 885,551 895,854

その他 174,757 166,022

投資その他の資産合計 1,060,309 1,061,877

固定資産合計 5,083,054 4,734,437

資産合計 6,769,198 6,058,488

負債の部   

流動負債   

買掛金 338,162 236,212

短期借入金 66,800 －

1年内返済予定の長期借入金 1,161,524 1,123,894

未払法人税等 209,000 132,140

賞与引当金 60,339 60,617

その他 302,865 319,756

流動負債合計 2,138,691 1,872,620

固定負債   

長期借入金 2,768,458 2,629,610

その他 187,216 104,417

固定負債合計 2,955,674 2,734,027

負債合計 5,094,366 4,606,647
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年３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 879,869 656,868

株主資本合計 1,674,869 1,451,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37 △27

評価・換算差額等合計 △37 △27

純資産合計 1,674,832 1,451,840

負債純資産合計 6,769,198 6,058,488
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,233,565 3,933,662

売上原価 2,220,374 2,646,316

売上総利益 1,013,191 1,287,346

販売費及び一般管理費 641,324 775,479

営業利益 371,866 511,866

営業外収益   

受取利息 2,174 3,119

受取保険金 2,000 1,842

受取供花搬入料 1,593 1,659

その他 2,073 3,082

営業外収益合計 7,841 9,704

営業外費用   

支払利息 30,436 39,089

その他 3,419 4,433

営業外費用合計 33,855 43,522

経常利益 345,852 478,047

特別損失   

固定資産除売却損 579 499

特別損失合計 579 499

税引前四半期純利益 345,273 477,548

法人税、住民税及び事業税 150,723 200,731

法人税等調整額 △3,607 △3,134

法人税等合計 147,115 197,597

四半期純利益 198,157 279,951
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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 345,273 477,548

減価償却費 98,288 144,466

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,003 △277

受取利息及び受取配当金 △2,181 △3,126

支払利息 30,436 39,089

売上債権の増減額（△は増加） △17,566 △3,233

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,520 △2,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） △283 1,052

仕入債務の増減額（△は減少） 15,029 101,949

その他 35,837 18,640

小計 505,315 773,124

利息及び配当金の受取額 59 82

利息の支払額 △32,483 △39,052

法人税等の支払額 △103,066 △122,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,825 611,762

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 △13,702 △372,987

無形固定資産の取得による支出 △1,779 △6,952

差入保証金の差入による支出 △42,957 △12,786

差入保証金の回収による収入 13,107 16,133

その他 △830 △1,574

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,162 △378,167

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 － △133,200

長期借入れによる収入 1,800,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △480,084 △623,522

リース債務の返済による支出 － △15,955

割賦債務の返済による支出 － △2,530

配当金の支払額 △56,231 △56,627

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,263,684 168,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,587,346 401,758

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 2,283,372 1,420,708
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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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