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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 1,850 △24.2 △119 ― △159 ― △120 ―
22年3月期第2四半期 2,442 6.4 351 40.2 320 44.4 178 52.0

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2四半期 △9.11 ―
22年3月期第2四半期 13.27 ―

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2四半期 9,952 3,583 36.0 272.01
22年3月期 10,284 3,818 37.1 288.34

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,583百万円 22年3月期  3,818百万円

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  
 

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 ― 7.50 7.50
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 7.50 7.50

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 4,200 △17.6 150 △82.8 60 △92.5 30 ― 2.28



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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 

（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） 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 13,741,014株 22年3月期  13,741,014株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  565,166株 22年3月期  496,166株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 13,208,947株 22年3月期2Q 13,426,047株

※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報告書のレビュー対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期報告書のレ
ビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．第２四半期累計期間業績予想に関しましては、平成22年５月14日付「平成22年３月期決算短信（非連結）」で公表しました業績予想を修正いたしました。
なお、業績予想の修正内容につきましては、平成22年11月５日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。上記予想数値に関する事項につきましては、[添付資料]P.３「当四半期の業績等に関する定性的情報」（３）業績予想に関する定性的情報
をご覧ください。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  6

（第２四半期累計期間） ……………………………………………………………………………………………  6

（第２四半期会計期間） ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

株式会社ニチリョク（7578）　平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、国際金融危機の影響を引きずり、景況感の改善には至らず、依然個

人消費が低調に推移しており、景気の先行きに明るさを見出せない状況にあります。当社が属する供養産業におきま

しても、死亡者が年々増加しているにもかかわらず業者間格差が広がりつつあります。これに伴う同業他社との競争

激化による顧客単価の低下という厳しい状況下、当社はビジネスモデルのチェンジ、即ち屋外墓地の霊園事業から、

供養の全てをパックした堂内陵墓事業への展開を引き続き図るとともに、愛彩花倶楽部会員獲得に積極的に取組み、

葬儀見込み客の囲い込みを進めましたが、景気の回復遅れによる購買意欲の減退と今夏の猛暑の影響が重なり、当社

の主要顧客である比較的ご高齢の方の霊園訪問が減少し、当社の売上及び利益はともに前年同期に比べ大きく下回り

ました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高18億５千万円（前年同期比24.2％減）、営業損失１億

１千９百万円（前年同期営業利益３億５千１百万円）、経常損失１億５千９百万円（前年同期経常利益３億２千万

円）、四半期純損失１億２千万円（前年同期四半期純利益１億７千８百万円）となりました。 

  

各セグメントの状況 

＜霊園事業＞ 

 従来式の屋外墓地につきましては、比較的高価格となる屋外墓地の買い控え並びに小規模傾向が続く環境下、猛暑

による霊園訪問者の減少や新規霊園の開園もなかったこともあり、売上高は９億６千万円（前年同期比24.9％減）と

なりました。 

  

＜堂内陵墓事業＞ 

 堂内陵墓第三号「関内陵苑（横浜市中区）」が本年４月に完売したことにより前年同期に比べ販売手数料収入が大

幅に減少いたしました。一方、堂内陵墓第四号「覚王山陵苑（名古屋市千種区）」は当初計画どおり順調な販売実績

を上げております。売上高は３億６千４百万円（前年同期比44.6％減）となりました。 

  

＜葬祭事業＞ 

 愛彩花倶楽部会員数の順調な増加により、葬儀施行件数は前年同期に比べ順調に伸びましたが、葬儀の地味化傾向

が一層顕著となり施行単価が下落しております。一方、従来の葬儀の流れである、葬儀社主導の葬儀施行の形態を変

革することを目的として、本年６月に「ラステル久保山（横浜市西区）」を開業いたしました。開業以来短期間では

ありますが、顧客からの家族葬・直葬のニーズが当初計画よりも多く、今後葬儀部門の売上に貢献してくると確信し

ております。売上高は５億２千６百万円（前年同期比4.1％増）となりました。 

   

（２）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 

 （流動資産）  

 当第２四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ６億６千５百万円減少し、39億４千２百万円と

なりました。その主な要因は、現金及び預金４億３千３百万円、永代使用権１億９千４百万円の減少によるもので

す。 

 (固定資産）  

 当第２四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ３億３千３百万円増加し、60億１千万円となり

ました。その主な要因は、差入保証金４億３千４百万円の増加、長期貸付金１億３千２百万円の減少によるもので

す。 

 （流動負債）  

 当第２四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ１億６千３百万円減少し、37億３千５百万円と

なりました。その主な要因は、未払法人税等１億８千６百万円の減少によるものです。 

 （固定負債）  

 当第２四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末に比べ６千６百万円増加し、26億３千３百万円となり

ました。その主な要因は、社債６千２百万円の増加によるものです。 

 （純資産）  

 当第２四半期会計期間末における純資産は、２億３千５百万円減少し、35億８千３百万円となりました。その主な

要因は、利益剰余金２億１千９百万円の減少によるものです。  

１．当四半期の業績等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、主に貸付金の回収,借入金及び

社債の発行による増加がありましたが、一方で差入保証金の支出、有形固定資産の取得及び前事業年度決算に係る配

当金の支払いもあり、前事業年度末に比べ、４億２千９百万円減少し、当第２四半期会計期間末は11億９千６百万円

となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら要因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２四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は３千２百万円（前年同期は６億２千万円の獲得）

となりました。これは、主として営業収入（１億９千５百万円）と法人税等の支出（１億８千４百万円）によるもの

です。 

（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ける投資活動の結果、使用した資金は４億２千２百万円（前年同期は２千３百万円の獲

得）となりました。これは、主として霊園事業における営業保証金（４億６千８百万円）及び有形固定資産の取得

（１億３千７百万円）による支出と貸付金の回収（１億９千７百万円）による収入によるものです。 

（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ける財務活動の結果、獲得した資金は２千５百万円（前年同期は４億７百万円の使用）

となりました。これは、主として社債（１億３百万円）及び借入金の増加（３千５百万円）と前事業年度決算に係る

配当金（９千９百万円）の支出によるものです。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月５日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 法人税等の納付税額の算定に当たっては、加味する加減算項目を重要なものに限定しております。繰延税金資産

の回収可能性の判断にあたっては、前事業年度末以降、経営環境に著しい変化はなく、かつ一時差異の発生状況に

大幅な変化がないため、前事業年度末において使用した将来の業績予測及びタックスプランニングを使用して行っ

ております 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より「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、営業損失及び経常損失がそれぞれ356千円増加し、税引前四半期純損失が3,559千円増加しており

ます。 

  

（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２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,782,749 2,215,779

完成工事未収入金 79,445 122,956

売掛金 162,023 217,552

永代使用権 1,092,684 1,286,813

未成工事支出金 382,337 377,921

原材料及び貯蔵品 99,971 74,134

その他 343,360 312,429

貸倒引当金 △41 △22

流動資産合計 3,942,530 4,607,565

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,071,376 1,012,517

その他（純額） 649,261 622,195

有形固定資産合計 1,720,637 1,634,713

無形固定資産 241,530 286,336

投資その他の資産   

長期貸付金 863,965 996,743

霊園開発協力金 1,083,563 1,104,733

その他 2,198,754 1,752,432

貸倒引当金 △98,229 △98,118

投資その他の資産合計 4,048,053 3,755,791

固定資産合計 6,010,221 5,676,840

資産合計 9,952,752 10,284,405

負債の部   

流動負債   

買掛金 66,970 51,751

短期借入金 723,000 549,000

1年内返済予定の長期借入金 1,904,016 2,032,350

1年内償還予定の社債 332,000 284,000

未払法人税等 5,599 192,363

賞与引当金 31,400 50,100

その他 672,126 738,774

流動負債合計 3,735,112 3,898,338

固定負債   

社債 569,000 507,000

長期借入金 1,743,090 1,743,770

退職給付引当金 207,471 197,750

役員退職慰労引当金 113,810 118,271

その他 300 300

固定負債合計 2,633,671 2,567,091

負債合計 6,368,783 6,465,430
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,306,842 1,306,842

資本剰余金 958,082 958,082

利益剰余金 1,443,509 1,663,132

自己株式 △105,004 △91,626

株主資本合計 3,603,429 3,836,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,986 △705

繰延ヘッジ損益 △17,474 △16,750

評価・換算差額等合計 △19,460 △17,455

純資産合計 3,583,968 3,818,975

負債純資産合計 9,952,752 10,284,405
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,442,382 1,850,978

売上原価 888,643 760,927

売上総利益 1,553,739 1,090,051

販売費及び一般管理費 1,202,039 1,209,817

営業利益又は営業損失（△） 351,700 △119,765

営業外収益   

受取利息 20,562 15,207

受取配当金 5,644 5,644

保険解約返戻金 － 10,810

その他 12,208 10,134

営業外収益合計 38,414 41,796

営業外費用   

支払利息 66,880 63,125

その他 2,428 18,294

営業外費用合計 69,309 81,419

経常利益又は経常損失（△） 320,805 △159,389

特別損失   

固定資産売却損 117 －

固定資産除却損 － 18,082

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,202

特別損失合計 117 21,284

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 320,688 △180,673

法人税、住民税及び事業税 155,628 3,991

法人税等調整額 △13,113 △64,377

法人税等合計 142,514 △60,386

四半期純利益又は四半期純損失（△） 178,173 △120,286
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,394,035 1,100,180

売上原価 530,955 467,736

売上総利益 863,079 632,443

販売費及び一般管理費 605,546 615,382

営業利益 257,533 17,060

営業外収益   

受取利息 10,208 7,373

保険解約返戻金 － 10,810

その他 3,683 5,748

営業外収益合計 13,891 23,933

営業外費用   

支払利息 33,547 31,465

シンジケートローン手数料 － 10,233

その他 1,978 872

営業外費用合計 35,526 42,571

経常利益又は経常損失（△） 235,899 △1,577

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 235,899 △1,577

法人税、住民税及び事業税 133,229 1,995

法人税等調整額 △30,417 2,117

法人税等合計 102,811 4,112

四半期純利益又は四半期純損失（△） 133,087 △5,690
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 2,538,515 2,005,002

原材料又は商品の仕入れによる支出 △506,726 △542,463

人件費の支出 △600,269 △611,825

その他の営業支出 △621,708 △655,027

小計 809,811 195,686

利息及び配当金の受取額 26,257 20,701

利息の支払額 △70,475 △63,792

法人税等の支払額 △145,369 △184,941

営業活動によるキャッシュ・フロー 620,224 △32,346

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 △28,245 △28,170

定期預金の払戻による収入 34,000 34,000

有形固定資産の取得による支出 △13,040 △137,328

無形固定資産の取得による支出 △1,249 △800

貸付けによる支出 △46,000 △70,000

貸付金の回収による収入 156,025 197,580

霊園開発協力金の支出 △30,248 △17,818

霊園開発協力金の回収 － 38,989

差入保証金の差入による支出 △46,617 △468,486

差入保証金の回収による収入 20,695 30,305

その他 △21,336 △922

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,983 △422,651

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 720,000 913,000

短期借入金の返済による支出 △608,580 △739,000

長期借入れによる収入 750,000 1,015,100

長期借入金の返済による支出 △1,181,535 △1,154,014

社債の発行による収入 98,290 243,479

社債の償還による支出 △53,000 △140,000

自己株式の取得による支出 △31,906 △13,518

配当金の支払額 △100,690 △99,249

財務活動によるキャッシュ・フロー △407,422 25,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 236,786 △429,200

現金及び現金同等物の期首残高 1,178,974 1,625,370

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,415,760 1,196,169
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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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