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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 2,592 △3.0 307 1.4 350 4.7 184 26.1
23年3月期第1四半期 2,673 5.1 303 117.7 334 92.4 146 102.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 126百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 115百万円 （―％）

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 29.19 ―
23年3月期第1四半期 22.96 ―

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 34,525 3,822 11.1
23年3月期 34,915 3,790 10.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,822百万円 23年3月期  3,790百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

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  ：  有   

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) 4,830 △5.0 410 1.9 450 2.0 205 2.0 32.42
通期 10,770 0.6 1,050 0.9 1,160 3.9 600 14.6 94.88



(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）  ：  無  

(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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あたての注意事項等については、添付資料
Ｐ３「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 ―社 （社名）

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 6,820,000 株 23年3月期 6,820,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 496,778 株 23年3月期 496,778 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,323,222 株 23年3月期1Q 6,374,219 株
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当第１四半期連結累計期間売上高は前年同期比3.0％減の2,592百万円となりました。 

ホテル事業は、震災の影響による自粛ムードの中、積極的な営業活動を展開した結果、宴会、レスト

ラン需要の落ち込みは回復基調になってきましたが、婚礼施行組数の減少により売上高は前年同期比

22.7％減の691百万円となりました。 

式典事業は、引続き継続的なご葬儀勉強会、生前相談会等を開催するとともに、新たにご遺族と親し

い人たちの送る気持ちを大切にした「露草」プランのサービスを開始致しました。また、平成23年4月

にリニューアルオープンした相模ファミリーホール及び、前期オープンした新設斎場（海老名セレモニ

ーホール、平塚西セレモニーホール、八王子北口セレモニーホール）も順調に稼働した結果、葬儀施行

件数が増加し、売上高は前年同期比6.5％増の1,725百万円となりました。 

その他の事業は、有料老人ホーム「サンガーデン湘南」の入居者が増加し、前年同期比10.4％増の

175百万円となりました。 

営業費用は、仕入原価の低減、及び全社的な省エネ・節電意識の向上と業務の効率化を推進した結

果、前年同期比3.6％減の2,284百万円となりました。 

これらの結果、営業利益は前年同期比1.4％増の307百万円、経常利益は前年同期比4.7％増の350百万

円、四半期純利益は前年同期比26.1％増の184百万円となりました。 

  

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の総資産は34,525百万円となりました。 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ389百万円減少し、34,525百万円

となりました。これは、有価証券の増加等による流動資産の増加316百万円、減価償却費の計上等に

よる有形固定資産の減少149百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少67百万円、投資有価

証券の売却等による投資その他の資産の減少488百万円によるものです。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ421百万円減少し、30,703

百万円となりました。これは、未払金の減少425百万円等によるものです。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、3,822

百万円となりました。これは、利益剰余金の増加89百万円、その他有価証券評価差額金の減少57百万

円によるものです。 
  

当第２四半期の業績につきましては、平成23年８月10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」の通りであります。尚、通期連結業績予想は、第３四半期以降の景気の不透明感から、そ

のまま据え置くことといたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（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 7,267,080 7,291,602

売掛金 345,069 365,845

有価証券 578,402 952,593

商品及び製品 39,281 39,028

原材料及び貯蔵品 62,919 66,457

その他 260,391 157,662

貸倒引当金 △4,747 △8,225

流動資産合計 8,548,398 8,864,964

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,274,861 7,149,577

土地 9,435,345 9,435,345

その他（純額） 385,776 361,526

有形固定資産合計 17,095,982 16,946,449

無形固定資産

のれん 1,594,154 1,535,832

その他 428,782 419,577

無形固定資産合計 2,022,937 1,955,410

投資その他の資産

供託金 2,058,665 1,971,165

その他 5,251,670 4,849,176

貸倒引当金 △68,808 △67,710

投資その他の資産合計 7,241,527 6,752,631

固定資産合計 26,360,448 25,654,491

繰延資産

開業費 7,079 6,489

繰延資産合計 7,079 6,489

資産合計 34,915,926 34,525,945
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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

買掛金 524,268 509,822

未払金 669,740 244,358

未払法人税等 58,556 96,119

引当金 157,079 93,494

その他 603,835 733,705

流動負債合計 2,013,479 1,677,500

固定負債

前払式特定取引前受金 28,363,095 28,299,596

引当金 213,786 210,635

その他 534,726 515,543

固定負債合計 29,111,608 29,025,775

負債合計 31,125,088 30,703,276

純資産の部

株主資本

資本金 610,000 610,000

資本剰余金 236,733 236,733

利益剰余金 3,372,560 3,462,290

自己株式 △480,017 △480,030

株主資本合計 3,739,276 3,828,993

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,561 △6,324

その他の包括利益累計額合計 51,561 △6,324

純資産合計 3,790,837 3,822,669

負債純資産合計 34,915,926 34,525,945
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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 2,673,888 2,592,358

売上原価 1,917,844 1,827,024

売上総利益 756,044 765,334

販売費及び一般管理費 452,532 457,581

営業利益 303,511 307,752

営業外収益

受取配当金 7,701 13,231

前受金月掛中断収入 18,904 19,780

不動産賃貸収入 3,287 3,952

投資有価証券売却益 7,029 66,580

その他 23,400 21,140

営業外収益合計 60,322 124,684

営業外費用

不動産賃貸費用 2,723 2,808

前受金復活損失引当金繰入額 16,443 15,515

投資有価証券売却損 419 40,051

金銭の信託運用損 7,815 －

複合金融商品評価損 － 11,120

その他 2,117 12,809

営業外費用合計 29,520 82,304

経常利益 334,314 350,132

特別損失

固定資産除売却損 7,934 514

投資有価証券評価損 26,042 896

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,503 －

特別損失合計 49,480 1,410

税金等調整前四半期純利益 284,833 348,721

法人税、住民税及び事業税 67,339 92,155

法人税等調整額 71,132 71,989

法人税等合計 138,471 164,144

少数株主損益調整前四半期純利益 146,362 184,577

四半期純利益 146,362 184,577
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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利益 146,362 184,577

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,885 △57,885

その他の包括利益合計 △30,885 △57,885

四半期包括利益 115,476 126,692

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 115,476 126,692
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該当事項はありません。 

  

 【セグメント情報】 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円)

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、ファイナンシャル・サ

ポート・サービス、有料老人ホーム事業、少額短期保険業他が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額△199,923千円には、セグメント間取引消去9,837千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△209,761千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円)

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、ファイナンシャル・サ

ポート・サービス、有料老人ホーム事業、少額短期保険業他が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額△224,227千円には、セグメント間取引消去9,375千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△233,602千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

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）セグメント情報等

Ⅰ 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)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ホテル事業 式典事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 894,176 1,620,397 2,514,573 159,315 2,673,888 ― 2,673,888

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

19,579 ― 19,579 ― 19,579 (19,579) ―

計 913,755 1,620,397 2,534,153 159,315 2,693,468 (19,579) 2,673,888

セグメント利益 96,003 380,019 476,022 27,412 503,435 △199,923 303,511

Ⅱ 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)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ホテル事業 式典事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 691,036 1,725,485 2,416,522 175,836 2,592,358 ― 2,592,358

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

31,573 ― 31,573 4,631 36,204 (36,204) ―

計 722,610 1,725,485 2,448,095 180,467 2,628,563 (36,204) 2,592,358

セグメント利益 25,768 459,922 485,691 46,288 531,979 △224,227 307,752

（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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