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２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  4,220  4.6  25  －  △67  －  △309  －

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

  
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 

23年３月期第１四半期  △17  67  －      

22年３月期第１四半期  △14  18  －      

  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 

23年３月期第１四半期  23,697  5,614  23.6  319  65

22年３月期  23,730  6,115  25.7  348  29

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,592百万円 22年３月期 6,093百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      8 75  8  75

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  3 75 －      3 75  7  50

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有 ・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  10,423  5.8  689  21.6  565  44.0  226  －  12  91

通期  20,887  4.6  1,532  3.2  1,279  5.7  542  159.6  30  98

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

新規        社 （社名）                   除外       社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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当たっての注意事項等については、四半期決算短信[添付資料]３ページ「連結業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動： 有 ・無

－ －

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

② ①以外の変更       ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 18,014,376株 22年３月期 18,014,376株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 519,543株 22年３月期 519,543株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 18,014,376株 22年３月期１Ｑ 18,014,376株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国の経済環境は、企業収益が

改善するなど、一部に景気回復の兆しが見られるものの、依然として雇用情勢には厳しさが残り、緩やかなデフレ

傾向が続くなど、予断を許さない状況にあります。 

 宗教用具関連業界におきましては、景気の先行き不安による買い控えに加えて、消費者の生活様式や価値観の変

化などによる販売商品の小型化・簡素化の傾向が加速しており、総じて厳しい経営環境下で推移いたしました。 

 このようななか、当企業グループは、グループ経営の効率を向上させるべく、当社の子会社であり寺院内陣の設

計施工事業を行なう株式会社はせがわ美術工芸の営業部門を、はせがわグループの本体である当社に簡易吸収分割

し寺社関連事業の営業力強化を図りました。 

 また、平成19年１月から関東圏で展開している「お葬式のご相談・ご紹介サービス事業」を、西日本地区の一部

地域で段階的に展開を開始いたしました。 

 営業施策につきましては、前期から導入いたしました外商員制度のマネジメントを強化するとともに、お盆に向

けた季節商品の販売キャンペーンの早期実施などにより来店客の増加に努めました。 

 これらの結果、売上高は前年同四半期比4.6％増の42億20百万円となりました。 

 営業損益につきましては、経費の効率的な支出に努めたこともあり、25百万円の営業利益（前年同四半期は２億

７百万円の営業損失）となりました。 

 経常損益につきましては、67百万円の経常損失（前年同四半期は３億１百万円の経常損失）となりました。 

 四半期純損益につきましては、会計基準の変更により資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億93百万円を

計上したこともあり、３億９百万円の四半期純損失（前年同四半期は２億52百万円の四半期純損失）となりまし

た。 

 なお、当企業グループ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１日～９月30日）

と春のお彼岸を迎える第４四半期（１月１日～３月31日）の割合が高くなっております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四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33百万円減少して236億97百万円、負

債合計は４億67百万円増加して180億82百万円、純資産は５億１百万円減少して56億14百万円となり、自己資本比

率は23.6％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、現金及び預金や受取手形及

び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ１億16百万円減少し、82億81百万円となりました。 

 固定資産は、主に投資有価証券や差入保証金が減少しましたが、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に

よる固定資産の増加やシステム開発のリース資産（無形固定資産）の増加及び長期貸付金の増加などにより、前

連結会計年度末に比べ82百万円増加し、154億15百万円となりました。 

 流動負債は、主に未払法人税等や賞与引当金が減少しましたが、短期借入金の増加や堅調な受注によるその他

流動負債の前受金の増加及び夏季賞与に係るその他流動負債の未払費用の増加などにより、前連結会計年度末に

比べ６億50百万円増加し、97億15百万円となりました。 

 固定負債は、主に「資産除去債務に関する会計基準」の適用による資産除去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１億83百万円減少し、83億67百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失及び配当金の支払による利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ５億

１百万円減少し、56億14百万円となりました。 

  

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２億15

百万円減少して24億63百万円となりました。 

 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) 

 営業活動の結果得られた資金は34百万円(前年同四半期は１億54百万円の支出)となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失２億69百万円の計上やたな卸資産の増加額３億86百万円の減少要因が

あったものの、その他流動負債(前受金など)の増加額５億60百万円や資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

１億93百万円などの増加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) 

 投資活動の結果得られた資金は、１億24百万円(前年同四半期は３億30百万円の支出)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36百万円(支出５億31百万円、回収４億94百万

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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円)の減少要因があったものの、定期預金の払戻による収入63百万円や貸付金の回収による収入53百万円及び差入

保証金の回収による収入67百万円などの増加要因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、３億72百万円(前年同四半期は４億22百万円の支出)となりました。 

 これは主に、短期借入金が４億40百万円増加しましたが、長期借入金の純減少額６億44百万円や配当金の支払

額１億41百万円などがあったためであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間及び通期ともに前回（平成22年５月14日）公表

いたしました予想に変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益は３百万円減少し、経常損失は３百万円増加、税金等調整前四半期純損失は１億97百万円

それぞれ増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は３億８百万円でありま

す。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,764,130 3,036,788

受取手形及び売掛金 611,682 732,142

商品及び製品 3,699,444 3,358,370

仕掛品 107,482 60,027

原材料及び貯蔵品 85,615 87,551

繰延税金資産 465,605 504,566

その他 561,237 633,914

貸倒引当金 △13,395 △14,924

流動資産合計 8,281,802 8,398,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 888,650 909,409

造作(純額) 649,572 561,222

機械装置及び運搬具（純額） 13,064 11,945

土地 1,170,224 1,175,074

リース資産（純額） 42,122 30,896

その他（純額） 293,654 304,263

有形固定資産合計 3,057,288 2,992,811

無形固定資産 290,500 223,096

投資その他の資産   

投資有価証券 563,246 611,156

長期貸付金 435,080 387,706

繰延税金資産 733,208 708,800

リース資産（純額） 407,058 409,980

営業保証金 7,485,771 7,449,256

差入保証金 1,936,743 1,995,422

その他 1,180,771 1,186,838

貸倒引当金 △674,356 △632,506

投資その他の資産合計 12,067,524 12,116,654

固定資産合計 15,415,313 15,332,561

資産合計 23,697,115 23,730,999
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,161,962 1,180,747

短期借入金 6,428,890 6,126,960

リース債務 119,365 98,755

未払金 411,278 438,315

未払法人税等 30,702 119,918

賞与引当金 93,800 185,918

販売促進引当金 30,900 30,100

その他 1,438,559 884,295

流動負債合計 9,715,458 9,065,009

固定負債   

長期借入金 6,215,830 6,722,070

リース債務 582,506 527,859

退職給付引当金 726,284 748,047

役員退職慰労引当金 332,307 352,206

資産除去債務 310,342 －

その他 200,125 200,486

固定負債合計 8,367,396 8,550,670

負債合計 18,082,855 17,615,680

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 426,894 889,203

自己株式 △171,178 △171,178

株主資本合計 5,601,757 6,064,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,384 29,365

評価・換算差額等合計 △9,384 29,365

新株予約権 21,888 21,888

純資産合計 5,614,260 6,115,318

負債純資産合計 23,697,115 23,730,999
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,032,948 4,220,198

売上原価 1,463,584 1,493,666

売上総利益 2,569,363 2,726,532

販売費及び一般管理費   

販売促進費 237,103 178,212

給料及び賞与 963,478 973,110

賞与引当金繰入額 71,632 62,959

役員退職慰労金 6,200 10,193

退職給付費用 46,073 49,145

役員退職慰労引当金繰入額 4,760 3,944

福利厚生費 234,927 246,799

賃借料 346,153 330,260

その他 866,233 846,871

販売費及び一般管理費合計 2,776,562 2,701,495

営業利益又は営業損失（△） △207,198 25,036

営業外収益   

受取利息 2,704 7,604

受取配当金 6,365 5,224

受取家賃 79,134 77,302

その他 16,442 13,107

営業外収益合計 104,646 103,239

営業外費用   

支払利息 76,717 70,151

賃貸費用 72,479 70,586

為替差損 10,049 7,450

貸倒引当金繰入額 31,500 35,000

その他 8,420 12,093

営業外費用合計 199,166 195,281

経常損失（△） △301,718 △67,005

特別利益   

固定資産売却益 － 866

投資有価証券売却益 － 2,217

貸倒引当金戻入額 2,312 1,678

特別利益合計 2,312 4,761

特別損失   

固定資産除売却損 5,051 1,476

減損損失 2,300 4,850

投資有価証券売却損 － 2

投資有価証券評価損 － 377

貸倒引当金繰入額 77,500 7,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 193,638

特別損失合計 84,851 207,346

税金等調整前四半期純損失（△） △384,257 △269,590
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

法人税、住民税及び事業税 21,347 18,028

法人税等調整額 △153,408 21,610

法人税等合計 △132,061 39,638

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △309,228

四半期純損失（△） △252,196 △309,228

㈱はせがわ(8230)　平成23年３月期第１四半期決算短信

‐ 7 ‐



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △384,257 △269,590

減価償却費 71,314 81,714

貸倒引当金の増減額（△は減少） 106,687 40,321

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,544 △92,118

販売促進引当金の増減額（△は減少） － 800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 749 △21,762

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,760 △19,899

受取利息及び受取配当金 △9,069 △12,829

支払利息 76,717 70,151

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,214

投資有価証券評価損益（△は益） － 377

固定資産売却益 － △866

固定資産除売却損 5,051 1,476

減損損失 2,300 4,850

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 193,638

為替差損益（△は益） 9,330 6,764

売上債権の増減額（△は増加） 41,995 120,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △461,998 △386,592

その他の流動資産の増減額（△は増加） 79,927 △35,622

仕入債務の増減額（△は減少） 7,155 △18,785

未払金の増減額（△は減少） 9,281 △31,195

その他の流動負債の増減額（△は減少） 516,704 560,521

その他 △4,349 4,651

小計 18,756 194,252

利息及び配当金の受取額 7,118 14,657

利息の支払額 △80,765 △74,362

法人税等の支払額 △99,963 △99,851

営業活動によるキャッシュ・フロー △154,853 34,695

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 21,000 63,000

有形固定資産の取得による支出 △62,206 △22,836

有形固定資産の売却による収入 － 9,796

無形固定資産の取得による支出 － △940

無形固定資産の売却による収入 － 5,066

投資有価証券の売却による収入 228 3,937

貸付金の回収による収入 10,142 53,092

営業保証金の支出 △548,590 △531,050

営業保証金の回収による収入 237,151 494,534

差入保証金の差入による支出 △4,977 △9,026

差入保証金の回収による収入 31,726 67,705

その他投資の増減額（△は増加） △9,037 △1,969

その他長期負債の増減額（△は減少） △45 △361

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,609 124,948
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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） 800,000 440,000

長期借入れによる収入 － 570,000

長期借入金の返済による支出 △1,143,780 △1,214,310

自己株式の純増減額（△は増加） △3,818 －

リース債務の返済による支出 △14,828 △26,671

配当金の支払額 △60,300 △141,758

財務活動によるキャッシュ・フロー △422,728 △372,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,086 △2,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △910,277 △215,658

現金及び現金同等物の期首残高 3,233,162 2,678,788

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,322,885 2,463,130
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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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