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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 14,810 3.4 1,178 67.5 919 90.8 213 ―

22年3月期第3四半期 14,317 △8.2 703 22.9 481 73.5 △52 ―

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3四半期 12.22 ―

22年3月期第3四半期 △2.95 ―

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3四半期 24,456 6,079 24.8 346.23
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3四半期  6,057百万円 22年3月期  6,093百万円

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 ― 8.75 8.75
23年3月期 ― 3.75 ―

23年3月期 
（予想）

3.75 7.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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 20,887 4.6 1,532 3.2 1,279 5.7 542 159.6 30.98



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．３「２．その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 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3Q  519,874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3Q 17,494,761株 22年3月期3Q  17,615,733株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国の経済環境は、新興国経済

の活況による影響もあり一部で持ち直しが見られるものの、依然として雇用情勢の厳しさなどの懸念材料もあり、

先行き不透明な状況が続いております。 

 宗教用具関連業界におきましても、個人消費の停滞に加え、消費者の生活スタイルやご供養に対する意識変化な

どから購入商品の小型化・簡素化が進み、総じて厳しい経営環境で推移いたしました。 

 このような情勢のなかで当企業グループは、外商員のマネジメント強化や提携企業との関係強化などを通じて営

業力の強化を図るとともに、商品面では中国に展開する仏壇製造協力工場を活かした高品質・適正価格の当社独自

商品を積極的に投入し、他社への優位性の構築に努めてまいりました。 

 また、新たに展開してきた寺社関連事業を強化するなど、顧客ニーズにマッチした商品・サービスの提供に注力

してまいりました。 

 これらの結果、売上高は前年同期を上回る148億10百万円（前年同期比3.4％増）となりました。 

 営業利益につきましては、売上高の増加に加え、経費の効率的支出に継続して取り組んだ結果、11億78百万円

（前年同期比67.5%増）となり、経常利益につきましては、９億19百万円（前年同期比90.8％増）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を１億93百万円

計上いたしましたが、前年同期に過年度法人税等を計上したこともあり、２億13百万円(前年同期は52百万円の四

半期純損失)と増益となりました。 

  

  

（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３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７億25百万円増加して244億56百万

円、負債は７億61百万円増加して183億77百万円、純資産は36百万円減少して60億79百万円となり、自己資本比

率は24.8％となりました。 

 主な内容としては、流動資産は、受取手形及び売掛金、繰延税金資産及びその他流動資産(短期貸付金・未収

入金など)などが減少しましたが、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ12億円増加し、95

億98百万円となりました。 

 固定資産は、「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)及び長期貸付金の増加などがありましたが、投資有価証券の減少、繰延税金資産の取り崩し、差

入保証金(店舗保証金など)の回収及び営業保証金(建墓権)に対する貸倒引当金の積み増しなどにより、前連結会

計年度末に比べ４億74百万円減少し、148億57百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の減少、未払金の減少及び賞与引当金の減少などがありましたが、短期借入

金の増加やその他流動負債(前受金など)の増加などにより、前連結会計年度末に比べ３億85百万円増加し、94億

50百万円となりました。 

 固定負債は、「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や資金調達による長期借入金の増

加などにより、前連結会計年度末に比べ３億75百万円増加し、89億26百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益を計上いたしましたが、配当金の支払による利益剰余金の減少や投資有価証券の含み

損による評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ36百万円減少し、60億79百万円となりました。

  

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、14億

79百万円増加して41億58百万円となりました。 

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) 

営業活動の結果得られた資金は、10億89百万円(前年同期比295.0％増)となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益６億21百万円を計上したことや、減価償却費２億29百万円、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、売上債権の減少額93百万円、その他流動負債(前受金など)の増

加額３億66百万円などの増加要因及び賞与引当金の減少額93百万円、たな卸資産の増加額１億74百万円、仕入債

務の減少額74百万円、未払金の減少額77百万円などの減少要因によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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(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、２億51百万円(前年同期は４億52百万円の支出)となりました。 

これは主に、差入保証金(店舗保証金など)の回収の純額１億28百万円、定期預金の払戻しの純額53百万円、そ

の他投資の減少額78百万円などの増加要因及び墓石販売に伴う営業保証金(建墓権)の支出の純額21百万円(支出

10億98百万円、回収10億76百万円)などの減少要因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) 

財務活動の結果得られた資金は、１億44百万円(前年同期は３億20百万円の支出)となりました。 

これは主に、長期借入金の純増加額４億20百万円などの増加要因及び配当金の支払額２億15百万円、リース債

務の返済による支出86百万円などの減少要因によるものであります。 

  

  

（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、平成22年11月５日に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 

 重要な影響を及ぼす事項はありません。 

   

（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、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。  

  

（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 

 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、営業利益及び経常利益は10百万円それぞれ減少しており、税金等調整前四半期純利益は２億４百円

減少しております。 

 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３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間は、「少数株主損益調整前四半期純利益」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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,463,623 3,036,788

受取手形及び売掛金 638,814 732,142

商品及び製品 3,492,244 3,358,370

仕掛品 106,994 60,027

原材料及び貯蔵品 81,252 87,551

繰延税金資産 324,522 504,566

その他 504,763 633,914

貸倒引当金 △13,596 △14,924

流動資産合計 9,598,619 8,398,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 867,929 909,409

造作(純額) 641,431 561,222

機械装置及び運搬具（純額） 10,620 11,945

土地 1,120,074 1,175,074

リース資産（純額） 36,575 30,896

その他（純額） 268,690 304,263

有形固定資産合計 2,945,321 2,992,811

無形固定資産 265,243 223,096

投資その他の資産   

投資有価証券 513,437 611,156

長期貸付金 532,008 387,706

繰延税金資産 544,788 708,800

リース資産（純額） 379,343 409,980

営業保証金 7,471,031 7,449,256

差入保証金 1,867,375 1,995,422

その他 1,071,393 1,186,838

貸倒引当金 △732,199 △632,506

投資その他の資産合計 11,647,178 12,116,654

固定資産合計 14,857,743 15,332,561

資産合計 24,456,363 23,730,999
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,105,989 1,180,747

短期借入金 6,434,803 6,126,960

リース債務 120,344 98,755

未払金 355,280 438,315

未払法人税等 71,028 119,918

賞与引当金 92,156 185,918

販売促進引当金 29,500 30,100

その他 1,241,895 884,295

流動負債合計 9,450,998 9,065,009

固定負債   

長期借入金 6,860,162 6,722,070

リース債務 522,088 527,859

退職給付引当金 696,400 748,047

役員退職慰労引当金 338,514 352,206

資産除去債務 313,292 －

その他 195,891 200,486

固定負債合計 8,926,349 8,550,670

負債合計 18,377,347 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 884,454 889,203

自己株式 △171,262 △171,178

株主資本合計 6,059,233 6,064,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,105 29,365

評価・換算差額等合計 △2,105 29,365

新株予約権 21,888 21,888

純資産合計 6,079,016 6,115,318

負債純資産合計 24,456,363 23,730,999
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 14,317,204 14,810,628

売上原価 5,326,217 5,343,001

売上総利益 8,990,986 9,467,626

販売費及び一般管理費   

販売促進費 598,007 665,579

給料及び賞与 3,066,669 3,089,315

賞与引当金繰入額 82,121 80,444

役員退職慰労金 6,200 14,383

退職給付費用 144,177 142,925

役員退職慰労引当金繰入額 14,195 10,152

福利厚生費 733,463 747,930

賃借料 1,025,735 970,878

その他 2,616,520 2,567,073

販売費及び一般管理費合計 8,287,091 8,288,684

営業利益 703,895 1,178,942

営業外収益   

受取利息 16,197 9,801

受取配当金 9,554 7,722

受取家賃 233,786 229,882

その他 47,389 41,606

営業外収益合計 306,927 289,013

営業外費用   

支払利息 231,323 214,449

賃貸費用 217,045 210,534

為替差損 18,805 9,418

貸倒引当金繰入額 24,000 86,250

その他 37,842 28,198

営業外費用合計 529,017 548,851

経常利益 481,805 919,104

特別利益   

固定資産売却益 － 866

投資有価証券売却益 8,053 3,390

貸倒引当金戻入額 14,893 1,885

特別利益合計 22,947 6,142

特別損失   

固定資産除売却損 8,437 16,504

減損損失 13,146 4,850

投資有価証券売却損 － 2

投資有価証券評価損 － 64,582

貸倒引当金繰入額 77,500 24,643

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 99,084 304,222

税金等調整前四半期純利益 405,667 621,024
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 65,750 55,212

過年度法人税等 143,590 －

法人税等調整額 248,372 351,876

法人税等合計 457,713 407,088

少数株主損益調整前四半期純利益 － 213,936

四半期純利益又は四半期純損失（△） △52,045 213,936
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,461,606 4,447,363

売上原価 1,642,232 1,588,731

売上総利益 2,819,374 2,858,631

販売費及び一般管理費   

販売促進費 136,267 163,649

給料及び賞与 944,731 962,625

賞与引当金繰入額 82,121 80,444

退職給付費用 50,063 46,567

役員退職慰労引当金繰入額 4,332 3,970

福利厚生費 270,472 256,925

賃借料 335,469 315,460

その他 858,666 842,232

販売費及び一般管理費合計 2,682,125 2,671,876

営業利益 137,248 186,755

営業外収益   

受取利息 4,466 2,080

受取配当金 3,074 2,384

為替差益 1,204 －

受取家賃 77,200 76,290

その他 20,692 16,880

営業外収益合計 106,638 97,635

営業外費用   

支払利息 77,854 72,995

賃貸費用 72,598 69,974

為替差損 － 1,405

貸倒引当金繰入額 － 18,250

その他 17,081 8,172

営業外費用合計 167,534 170,798

経常利益 76,352 113,593

特別利益   

投資有価証券売却益 － 620

貸倒引当金戻入額 25,876 245

特別利益合計 25,876 865

特別損失   

固定資産除売却損 1,021 14,294

減損損失 10,846 －

投資有価証券評価損 － 64,027

貸倒引当金繰入額 － 2,147

特別損失合計 11,868 80,468

税金等調整前四半期純利益 90,361 33,990

法人税、住民税及び事業税 24,900 12,834

法人税等調整額 36,434 △16,507

法人税等合計 61,334 △3,672

少数株主損益調整前四半期純利益 － 37,663

四半期純利益 29,026 37,663
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 405,667 621,024

減価償却費 230,911 229,778

貸倒引当金の増減額（△は減少） 86,606 98,364

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,945 △93,762

販売促進引当金の増減額（△は減少） 27,790 △600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,521 △51,646

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,344 △13,691

受取利息及び受取配当金 △25,751 △17,524

支払利息 231,323 214,449

投資有価証券売却損益（△は益） △8,053 △3,387

投資有価証券評価損益（△は益） － 64,582

固定資産売却益 － △866

固定資産除売却損 8,437 16,504

減損損失 13,146 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） 15,127 16,215

売上債権の増減額（△は増加） △2,594 93,328

たな卸資産の増減額（△は増加） △355,889 △174,542

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,116 △86,296

仕入債務の増減額（△は減少） △19,645 △74,757

未払金の増減額（△は減少） △89,530 △77,913

その他の流動負債の増減額（△は減少） 324,997 366,162

その他 4,737 27,490

小計 770,085 1,351,399

利息及び配当金の受取額 20,121 21,810

利息の支払額 △238,567 △221,012

法人税等の支払額 △275,743 △62,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,896 1,089,845

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 △23,000 △303,000

定期預金の払戻による収入 26,000 356,000

有形固定資産の取得による支出 △96,065 △34,250

有形固定資産の売却による収入 － 29,102

無形固定資産の取得による支出 △2,900 △4,378

無形固定資産の売却による収入 － 5,066

投資有価証券の取得による支出 △10,000 △8,987

投資有価証券の売却による収入 36,871 6,220

貸付けによる支出 △75,000 △50,000

貸付金の回収による収入 31,677 75,637

営業保証金の支出 △1,599,528 △1,098,600

営業保証金の回収による収入 1,133,298 1,076,824

差入保証金の差入による支出 △12,265 △11,721

差入保証金の回収による収入 82,567 139,769

投資その他の資産の増減額（△は増加） 69,891 78,049

その他の固定負債の増減額(△は減少) △13,935 △4,595

投資活動によるキャッシュ・フロー △452,388 251,135
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） 325,000 25,000

長期借入れによる収入 3,020,000 4,070,000

長期借入金の返済による支出 △3,459,010 △3,649,065

自己株式の純増減額（△は増加） △83,554 △83

リース債務の返済による支出 △56,379 △86,111

配当金の支払額 △66,945 △215,314

財務活動によるキャッシュ・フロー △320,888 144,425

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,744 △5,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △502,124 1,479,834

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 2,731,037 4,158,623
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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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