
   

１．平成22年９月期第３四半期の業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

 （２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  5,756  23.8  709  58.6  657  63.9  378  67.0

21年９月期第３四半期  4,648 ―  447 ―  401 ―  226 ― 

  
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３四半期  166  24 ― ― 

21年９月期第３四半期  9,968  12 ― ― 

  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３四半期  6,461  1,773  27.4  778  57

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３四半期 1,773百万円 21年９月期 1,451百万円 

  
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 

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

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  7,458  20.0  753  41.8  686  46.9  394  42.5  173  08



 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。）

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無 

（注）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の有無となります。  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 

②  ①以外の変更               ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。  

（３）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きの対象外であり、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き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 

 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。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ ― 株 21年９月期 ― 株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 2,278,000株 21年９月期３Ｑ 22,754株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益など、一部の景気指標に持ち直し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、

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、創業時の理念に基づき、価格体系の明確化に努めますとともに、より一層質の高い

葬儀サービスの提供による顧客満足度を高めるため、社員教育の充実に不断の努力を傾注いたしております。 

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26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３四半期累計期間の葬儀請負施行件数は4,387件（前年同期比31.2％増）、売上高は57億56百

万円(同23.8％増）、営業利益は７億９百万円(同58.6％増）、経常利益は６億57百万円(同63.9％増）、四半期純

利益は３億78百万円(同67.0％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３四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３四半期累計期間に新たに開設した４店舗（名古屋市内に開設した「ティア瑞穂」、「ティア名東」及び

「ティア栄生」並びに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３四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57億３百万円（同23.7％

増）となりました。 

(b) フランチャイズ事業 

当第３四半期累計期間におけるＦＣ店の新規出店は既存クライアントによる１店舗のみでしたが、新規クライ

アント数社との加盟契約を締結できたため、売上高は53百万円（同37.5％増）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

[資産、負債及び純資産の状況] 

当第３四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４億２百万円増加いたしました。こ

れは主に有形固定資産が４億42百万円増加したことや無形固定資産が33百万円減少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、80百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が１億

41百万円増加したことや１年内返済予定を含む長期借入金が１億31百万円減少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、３億21百万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３四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25

百万円増加し、10億44百万円となりました。 

なお、当第３四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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、営業活動の結果、得られた資金は６億13百万円（前年同期比77.8％増）とな

りました。これは主に税引前四半期純利益が６億56百万円であったことや減価償却費２億24百万円であったもの

の、法人税等の支払額２億42百万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３四半期累計期間において、投資活動の結果、使用した資金は５億14百万円（前年同期比175.0％増）と

なりました。これは主に有形固定資産取得による支出５億２百万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３四半期累計期間において、財務活動の結果、使用した資金は74百万円（前年同期は７億94百万円の獲

得）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９

億31百万円あったこと等によるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月10日に公表いたしました平成22年９月期通期の業績予想に変更はありません。 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年６月30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 1,044,520 1,018,950

売掛金 108,389 122,878

商品 10,892 8,791

その他 156,055 177,151

貸倒引当金 △4,341 △3,721

流動資産合計 1,315,515 1,324,051

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,566,889 1,873,503

土地 945,605 883,003

その他（純額） 319,555 632,775

有形固定資産合計 3,832,050 3,389,282

無形固定資産 250,194 283,277

投資その他の資産   

差入保証金 887,649 895,854

その他 175,810 166,022

投資その他の資産合計 1,063,460 1,061,877

固定資産合計 5,145,706 4,734,437

資産合計 6,461,221 6,058,488

負債の部   

流動負債   

買掛金 272,569 236,212

短期借入金 141,667 －

1年内返済予定の長期借入金 1,112,220 1,123,894

未払法人税等 153,744 132,140

賞与引当金 33,005 60,617

その他 286,892 319,756

流動負債合計 2,000,098 1,872,620

固定負債   

長期借入金 2,509,533 2,629,610

その他 178,006 104,417

固定負債合計 2,687,539 2,734,027

負債合計 4,687,637 4,606,647
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年６月30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 978,613 656,868

株主資本合計 1,773,613 1,451,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29 △27

評価・換算差額等合計 △29 △27

純資産合計 1,773,584 1,451,840

負債純資産合計 6,461,221 6,058,488
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,648,927 5,756,963

売上原価 3,241,025 3,890,757

売上総利益 1,407,902 1,866,206

販売費及び一般管理費 960,826 1,157,162

営業利益 447,075 709,043

営業外収益   

受取利息 3,235 4,641

受取保険金 2,000 2,140

受取供花搬入料 2,232 2,452

その他 3,330 4,378

営業外収益合計 10,798 13,613

営業外費用   

支払利息 49,335 58,151

その他 7,392 7,004

営業外費用合計 56,727 65,155

経常利益 401,146 657,500

特別利益   

貸倒引当金戻入額 121 －

特別利益合計 121 －

特別損失   

固定資産除売却損 1,093 615

特別損失合計 1,093 615

税引前四半期純利益 400,173 656,885

法人税、住民税及び事業税 160,963 268,535

法人税等調整額 12,388 9,654

法人税等合計 173,351 278,189

四半期純利益 226,822 378,695
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10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   

税引前四半期純利益 400,173 656,885

減価償却費 148,226 224,173

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,811 △27,612

受取利息及び受取配当金 △3,248 △4,653

支払利息 49,335 58,151

売上債権の増減額（△は増加） 4,361 14,488

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,890 △5,465

貸倒引当金の増減額（△は減少） △806 620

仕入債務の増減額（△は減少） △11,349 36,356

その他 32,156 △38,454

小計 593,147 914,489

利息及び配当金の受取額 65 87

利息の支払額 △50,887 △57,886

法人税等の支払額 △197,049 △242,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 345,276 613,887

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 △106,702 △502,601

無形固定資産の取得による支出 △3,422 △10,109

差入保証金の差入による支出 △95,482 △22,274

差入保証金の回収による収入 20,165 25,045

その他 △1,506 △4,115

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,949 △514,055

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 － 370,000

短期借入金の返済による支出 － △228,333

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 △949,755 △931,751

リース債務の返済による支出 － △23,636

割賦債務の返済による支出 － △3,809

株式の発行による収入 750 －

配当金の支払額 △56,545 △56,732

財務活動によるキャッシュ・フロー 794,449 △74,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 952,776 25,569

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 1,648,801 1,044,520
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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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