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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 4,379 3.8 87 251.3 36 ― △38 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △44百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △347百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.18 ―

23年3月期第1四半期 △17.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 22,156 6,078 27.4
23年3月期 23,182 6,210 26.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,078百万円 23年3月期  6,188百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 10,436 0.7 784 △21.0 644 △19.9 189 7.6 10.84
通期 21,078 2.9 1,669 △5.7 1,354 △7.6 557 61.3 31.87



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

(注)詳細は添付資料２ページ「２．サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期連結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
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。業績予想の事項については、添付資料２ページ 「(３)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

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社はせがわ仏壇工房

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 18,014,376 株 23年3月期 18,014,376 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 519,876 株 23年3月期 519,876 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,494,500 株 23年3月期1Q 17,494,833 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、依然として雇用情勢や個人消費の低迷が続くなか、平成23

年３月に発生した東日本大震災とその後の原子力発電所事故による先行き不安もあり消費回復に遅れが見られるな

ど、総じて厳しい環境で推移いたしました。 

 宗教用具関連業界におきましても、消費者の生活スタイルやご供養に対する意識の変化による購入商品の小型

化・簡素化の傾向が依然として続いていることに加え、震災後の不安から仏壇・墓石の買い控えや購入延期の傾向

も一部で見られ、厳しい経営環境が続いております。 

 このような情勢のなか、当企業グループは、平成23年４月に墓石販売の専門組織を新設し、専門性の高い提案を

行なうことで墓石販売の拡大を目指すとともに、従来、店頭販売員が並行して行なっていた仏壇仏具販売と墓石販

売の担当を明確化することにより、店頭販売員の販売効率改善に努めました。 

 また、「新しいお墓」と題して、ニーズの高い現代的な墓地・納骨堂を紹介したテレビＣＭを放映するなど、消

費喚起に注力いたしました。  

 これらの結果、売上高は43億79百万円(前年同期比3.8％増)となりました。 

 営業利益につきましては、消費喚起のためテレビＣＭ等の販売促進費を積極的に投入しましたが、売上高増加に

より87百万円(前年同期比251.3％増)となり、経常利益は36百万円(前年同期は67百万円の損失)となりました。 

 四半期純損益につきましては、38百万円の損失(前年同期は資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を計上し

たことなどにより３億９百万円の損失)となりました。 

 なお、仏壇仏具は心を落ち着け平穏を取り戻すために必要なものであるとの信念のもと、この度の東日本大震災

で被災された方々へ無償で簡易仏壇と仏具一式をご提供するとともに、仏壇や墓石の修理・修復を実費で承るな

ど、当社にこそできるかたちで震災復興貢献への取り組みを続けております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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10億26百万円減少して221億56百万

円、負債合計は８億94百万円減少して160億77百万円、純資産は１億31百万円減少して60億78百万円となり、自己

資本比率は27.4％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７億71百万円減少し、78億44百万円となりました。 

 固定資産は、主に営業保証金の減少や貸倒引当金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ２億55百万円減

少し、143億11百万円となりました。 

 流動負債は、主に支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等及び賞与引当金が減少しましたが、短期借入金

やその他流動負債の前受金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１億９百万円増加し、87億50百万円となりました。 

 固定負債は、主に長期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ10億４百万円減少し、73億27百万円

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１億

31百万円減少し、60億78百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

     平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました予想に変更はありません。 

  

   当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  当社の連結子会社である㈱はせがわ美術工芸と㈱はせがわ仏壇工房は、平成23年４月１日付で㈱はせがわ美術工

芸を合併存続会社、㈱はせがわ仏壇工房を合併消滅会社とする吸収合併をいたしました。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,766,314 2,932,992

受取手形及び売掛金 796,947 681,915

商品及び製品 3,244,075 3,477,410

仕掛品 80,735 113,506

原材料及び貯蔵品 41,931 43,947

繰延税金資産 198,687 157,062

その他 498,761 449,605

貸倒引当金 △11,476 △11,476

流動資産合計 8,615,977 7,844,963

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 851,472 841,913

造作(純額) 618,186 615,652

機械装置及び運搬具（純額） 10,330 9,753

土地 1,096,858 1,096,858

リース資産（純額） 33,802 31,029

建設仮勘定 2,100 2,100

その他（純額） 253,570 253,457

有形固定資産合計 2,866,321 2,850,764

無形固定資産 250,818 236,474

投資その他の資産   

投資有価証券 510,486 503,304

長期貸付金 504,965 493,924

繰延税金資産 625,306 675,067

リース資産（純額） 365,485 351,628

営業保証金 7,507,340 7,389,096

差入保証金 1,830,095 1,812,805

その他 1,071,968 1,060,390

貸倒引当金 △966,012 △1,061,898

投資その他の資産合計 11,449,636 11,224,318

固定資産合計 14,566,776 14,311,557

資産合計 23,182,753 22,156,520
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,146,106 991,367

短期借入金 5,542,626 5,712,616

リース債務 120,837 121,333

未払金 494,903 392,484

未払法人税等 180,928 31,397

賞与引当金 199,262 93,511

販売促進引当金 28,700 25,400

その他 927,247 1,382,370

流動負債合計 8,640,612 8,750,480

固定負債   

長期借入金 6,306,780 5,348,901

リース債務 491,692 461,173

退職給付引当金 681,580 664,441

役員退職慰労引当金 342,485 345,122

資産除去債務 314,767 316,278

その他 194,338 191,506

固定負債合計 8,331,644 7,327,422

負債合計 16,972,257 16,077,902

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 1,016,236 912,448

自己株式 △171,262 △171,262

株主資本合計 6,191,015 6,087,227

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,407 △8,609

その他の包括利益累計額合計 △2,407 △8,609

新株予約権 21,888 －

純資産合計 6,210,496 6,078,618

負債純資産合計 23,182,753 22,156,520
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,220,198 4,379,633

売上原価 1,493,666 1,531,517

売上総利益 2,726,532 2,848,115

販売費及び一般管理費   

販売促進費 178,212 266,320

給料及び賞与 973,110 991,566

賞与引当金繰入額 62,959 56,178

役員退職慰労金 10,193 －

退職給付費用 49,145 53,336

役員退職慰労引当金繰入額 3,944 3,970

福利厚生費 246,799 246,658

賃借料 330,260 316,325

その他 846,871 825,805

販売費及び一般管理費合計 2,701,495 2,760,162

営業利益 25,036 87,953

営業外収益   

受取利息 7,604 1,151

受取配当金 5,224 5,322

受取家賃 77,302 74,994

その他 13,107 12,954

営業外収益合計 103,239 94,423

営業外費用   

支払利息 70,151 59,920

賃貸費用 70,586 69,010

貸倒引当金繰入額 35,000 12,240

為替差損 7,450 －

その他 12,093 4,868

営業外費用合計 195,281 146,040

経常利益又は経常損失（△） △67,005 36,335

特別利益   

固定資産売却益 866 15

投資有価証券売却益 2,217 －

貸倒引当金戻入額 1,678 －

新株予約権戻入益 － 21,888

特別利益合計 4,761 21,903

特別損失   

固定資産除売却損 1,476 291

減損損失 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 7,000 86,210

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 207,346 86,502
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

税金等調整前四半期純損失（△） △269,590 △28,262

法人税、住民税及び事業税 18,028 17,078

法人税等調整額 21,610 △7,156

法人税等合計 39,638 9,921

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △309,228 △38,184

四半期純損失（△） △309,228 △38,184
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △309,228 △38,184

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,750 △6,202

その他の包括利益合計 △38,750 △6,202

四半期包括利益 △347,978 △44,386

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △347,978 △44,386

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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