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1.  平成23年9月期の業績（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年9月期 7,826 2.4 735 △4.6 661 △6.0 354 △12.5

22年9月期 7,640 22.9 770 45.0 703 50.6 404 46.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年9月期 155.46 ― 18.2 9.4 9.4
22年9月期 177.67 ― 24.9 11.0 10.1

（参考） 持分法投資損益 23年9月期  ―百万円 22年9月期  ―百万円

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9月期 7,298 2,085 28.6 915.45
22年9月期 6,716 1,799 26.8 789.98

（参考） 自己資本   23年9月期  2,085百万円 22年9月期  1,799百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年9月期 596 △919 138 1,001
22年9月期 860 △710 16 1,184

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年9月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 68 16.9 4.2
23年9月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 68 19.3 3.5

24年9月期(予想) ― 0.00 ― 30.00 30.00 17.1

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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）

 

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) 4,300 5.2 442 5.0 402 4.4 229 17.6 100.91
通期 8,620 10.1 779 6.0 700 5.8 400 13.0 175.59



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期 2,278,000 株 22年9月期 2,278,000 株

② 期末自己株式数 23年9月期 41 株 22年9月期 26 株

③ 期中平均株式数 23年9月期 2,277,959 株 22年9月期 2,277,994 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了
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、多分に不確実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。 
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(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災により経済活動は一時的に混乱したものの、生産活動の改善や

供給網の復旧等により景気は緩やかに回復しております。一方、電力供給抑制の長期化や円高に起因する競争力の

低下、産業の空洞化等を背景に、景気の先行きに対する不透明感は拭えない状況です。 

 葬儀業界におきましては、葬儀に関する潜在的需要は今後30年間にわたり年々逓増すると推計されており、業界

における売上高、取扱件数は増加傾向で推移しております。一方、葬儀規模は縮小傾向にあり、１件当たりの葬儀

単価は逓減しております。また、平成23年８月に経済産業省より「ライフエンディング・ステージの創出に向けた

報告書」が公表されたことから、業界の社会的役割はこれまで以上に高まるものと予想されます。 

 このような状況下、当社は創業時の理念に基づき、価格体系の明確化を行うとともに、より一層質の高い葬儀サ

ービスの提供に努めており、また顧客満足度を高めるため、社員教育の充実には不断の努力を傾注しております。

こうした経営理念の発露といたしまして、名古屋市内を中心に愛知県内で28店舗の他、大阪府門真市に１店舗を直

営店として運営するなど、さらなる営業基盤の拡充に努めております。 

 この結果、葬儀請負施行件数は6,021件（前年同期比2.6％増）、売上高は78億26百万円（同2.4％増）となりま

した。一方、経費面におきましては人件費や、業務委託に伴う費用等が増加したことにより、販管比率が前年同期

に比べ 1.4％ポイント増加いたしました。これにより、営業利益は７億35百万円（同4.6％減）、経常利益では６

億61百万円（同6.0％減）、当期純利益は３億54百万円（同12.5％減）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

(a) 葬祭事業 

当事業年度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

的に開催いたしました。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も積極的に行い、会員

数拡大に取り組んでまいりました。また、新規出店におきましては、愛知県岡崎市に「ティア岡崎北」、愛知県豊

橋市に「ティア豊橋西」の２店舗を開設いたしました。既存店におきましても、経費削減や効率化のために賃借し

ていた既存店１店舗の土地・建物を買い取るとともに、多様化する顧客ニーズに対応するために既存店１店舗の増

築改修工事を実施いたしました。 

 この結果、当事業年度は会員数の増加が葬儀施行件数に寄与し、売上高は76億96百万円（同1.9％増）となりま

した。 

(b) フランチャイズ事業 

 当事業年度中におきましては、新たに７店舗（既存クライアント５店舗、新規クライアント２店舗）を開設し、

ＦＣの店舗数は21店舗となり、これにより売上高は1億30百万円（同44.3％増）となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、人口動態等を背景に葬儀件数は増加するものと判断しております。一方、葬儀単

価は参列者の減少等により低下するものと予想されますが、営業施策を強化し当期実績を上回ることができるよう

努める方針であります。これにより、平成24年９月期の通期見通しは、売上高は86億20百万円(同10.1％増）、営

業利益は７億79百万円(同6.0％増）、経常利益では７億円(同5.8％増）、当期純利益は４億円(同13.0％増）を予

想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ５億82百万円増加し72億98百万円となりました。これは

主に、固定資産が７億33百万円増加したことや現金及び預金が１億83百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ２億96百万円増加し52億13百万円となりました。これは主に長期借入金

及び１年内返済予定の長期借入金が２億28百万円増加、資産除去債務が１億35百万円増加したことや未払金が52百万

円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ２億85百万円増加し20億85百万円となりました。これは、当期純利益

が３億54百万円となったことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末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１億83百万円減少

（前年同期比15.5％減）し、10億１百万円となりました。 

 なお、当事業年度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。 

１．経営成績
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は５億96百万円（同30.6％減）となりました。これは主に法

人税等の支払額３億43百万円等があったものの、税引前当期純利益が６億12百万円であったことや減価償却費３億

55百万円を計上し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） 

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は９億19百万円（同29.3％増）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出８億94百万円があったこと及び差入保証金の差入による支出85百万円があったこと

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） 

当事業年度において、財務活動の結果得られた資金は１億38百万円（同756.1％増）となりました。これは長期

借入金返済による支出13億86百万円があったものの、長期借入金の借入による収入16億15百万円があったこと等に

よるものであります。  

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注)営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用してお

ります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様の利益の最大化を重要な経営目標としております。そのためには１株当たりの利益水準を一

層高めることに注力し、財務体質の強化と将来の事業拡大に必要な内部留保及びそれらの効果による株主資本利益

率（ＲＯＥ）の向上などを総合的に判断したうえで、今後の配当政策を決定する方針であります。また、業績向上

時には増配や株式分割による株主への利益還元も積極的に行っていく予定であります。 

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を行うことを基本的な方針としております。この他、毎年３月31日を

基準日とする中間配当と、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。なお、剰余

金の配当の決定機関は取締役会であります。  

内部留保資金につきましては、葬儀会館の建設を中心とした設備投資のみならず、業務提携やＭ＆Ａなどの戦略

的な投資に有効活用し、葬祭事業の拡大および新規分野での事業展開を図ってまいります。 

以上の方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期の業績等を勘案し、平成23年11月11日開

催の取締役会決議において期末配当金を１株当たり30円（支払開始日は平成23年12月８日）とさせていただきまし

た。また、次期の配当につきましては、１株当たり期末配当金30円を予定しております。  

(4）事業等のリスク  

当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

① 葬儀需要の変動について 

Ａ．死亡者数  

葬儀需要の数量的側面は、死亡者数によって決定されます。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推

計人口」（平成18年12月推計）によると、平成22年から平成23年にかけては前年に比して約２％の伸び率で死亡

者数が増加すると予想されております。しかし、現実の死亡者数の推移は同推計値を下回る場合があります。 

したがって、シェア及び葬儀平均単価（１件当たり）に変動がないとしても、実際の死亡者数の変動により、

当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期

自己資本比率（％）  24.0  26.8  28.6

時価ベースの自己資本比率（％）  46.9  68.5  42.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  7.0  4.7  7.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  7.8  11.1  7.0
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Ｂ．葬儀単価の変動  

 葬儀は、弔問会葬者や遺族親族の人数、利用する祭壇の種類などにより大きく価格変動いたします。また、公

正取引委員会の「葬儀サービスの取引実態に関する調査報告書」（平成17年７月発表）によれば、葬儀単価が下

落傾向にあります。したがって、葬儀単価の変動により当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

Ｃ．季節による変動  

 死亡者数は年間を通じて平均的に発生せず、季節による変動があります。当社においては、冬の時期が他の季

節に比して葬儀施行件数が多い繁忙期となります。したがって、業績に季節的変動が現れることがあります。 

② 新規参入について 

葬儀業界は法的規制がない業界であり、特段に初期投資を必要としないことから、新規参入が比較的容易であ 

ります。業界内には冠婚葬祭互助会が数多く存在していますが、葬儀が成長産業であるとの認識から葬儀への参 

入が全国規模で進んでおり、競争の激化を生んでおります。また、同じように葬儀を成長産業と考えている異業 

種（鉄道会社、農協、生協等）からの参入も進んでいます。参入障壁の低さが、今後さらなる新規参入を招き、 

当社の業績に影響を与えるような環境変化が起こる可能性も否定できません。 

③ 金利について 

当社は、会館造作費用・差入保証金等の出店資金及び本社土地建物の購入資金を主に金融機関からの借入によ 

り調達しているため、総資産に占める有利子負債の割合が比較的高い水準にあります。したがって、今後有利子 

負債依存度が高い状態で金利が上昇した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

④ 個人情報について 

当社は、将来の見込み顧客として募っている「ティアの会」会員、葬儀請負及び法要の請負に関しまして施主の

個人情報を取り扱っております。平成17年４月からの「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）の施行

に伴い、当社では個人情報の管理を徹底すべく従業員教育及びコンピュータシステムの情報漏洩防止策を行ってお

りますが、書類の盗難及びネットワークへの不正侵入等による個人情報漏洩の可能性は否定できず、万が一このよ

うな事態が発生した場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ フランチャイズ契約について 

フランチャイズ事業は、加盟者との間で取り結ぶ加盟店契約に基づいて「ティア」という会館名でチェーン展開

を行っておりますが、会館においての不祥事等によりチェーン全体のブランドイメージが損なわれた場合、当社の

業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 また、フランチャイズ事業は、加盟店と当社が対等なパートナーシップと信頼関係に基づき、それぞれの役割を

担う共同作業であり、加盟店及び当社のいずれかがその役割を果たせないことにより、加盟者との間で契約が維持

できなくなった場合においても、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。  
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当社は、子会社を有しておらず、連結財務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況の記載は該当ありませ

ん。 

従いまして、企業集団の状況（企業集団の業績等、中間連結財務諸表、セグメント情報、連結子会社の状況及びその

他）の記載はありません。  

最近の有価証券報告書（平成22年12月21日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更がないため

開示を省略します。  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略及び(4）会社の対処すべき課題

平成18年９月期決算短信（平成18年11月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.tear.co.jp/company/ 

（名古屋証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.nse.or.jp/  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,184,747 1,001,189

売掛金 107,678 135,706

商品 11,320 11,703

貯蔵品 23,254 22,785

前払費用 89,709 97,859

繰延税金資産 58,909 57,254

その他 2,655 1,820

貸倒引当金 △2,487 △3,521

流動資産合計 1,475,787 1,324,797

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  3,374,705 ※1  3,933,737

減価償却累計額 △849,962 △1,063,672

建物（純額） 2,524,742 2,870,065

構築物 274,834 341,671

減価償却累計額 △148,383 △185,880

構築物（純額） 126,451 155,790

車両運搬具 29,909 27,781

減価償却累計額 △29,007 △27,214

車両運搬具（純額） 901 566

工具、器具及び備品 236,580 270,600

減価償却累計額 △160,504 △206,679

工具、器具及び備品（純額） 76,076 63,920

土地 ※1  945,605 ※1  1,286,568

リース資産 124,649 187,281

減価償却累計額 △16,154 △43,762

リース資産（純額） 108,494 143,518

建設仮勘定 141,343 125,403

有形固定資産合計 3,923,614 4,645,834

無形固定資産   

のれん 134,163 110,830

商標権 99 69

ソフトウエア 34,176 29,837

リース資産 63,239 42,497

電話加入権 6,249 6,249

その他 8,166 3,818

無形固定資産合計 246,094 193,302
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 331 316

出資金 20 20

長期前払費用 152,616 146,256

差入保証金 ※1  895,900 ※1  917,378

繰延税金資産 21,946 71,010

投資その他の資産合計 1,070,815 1,134,982

固定資産合計 5,240,523 5,974,118

資産合計 6,716,311 7,298,916

負債の部   

流動負債   

買掛金 283,767 245,426

短期借入金 56,668 76,668

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,155,658 ※1  1,131,470

リース債務 31,401 37,086

未払金 245,555 193,271

未払費用 12,646 13,534

未払法人税等 201,142 163,040

前受金 3,720 1,824

預り金 12,638 8,136

賞与引当金 62,538 73,781

役員賞与引当金 10,580 －

その他 21,066 63,314

流動負債合計 2,097,382 2,007,553

固定負債   

長期借入金 ※1  2,650,646 ※1  2,902,839

リース債務 157,619 161,561

資産除去債務 － 135,961

その他 11,118 5,643

固定負債合計 2,819,383 3,206,005

負債合計 4,916,766 5,213,558
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23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   

資本準備金 214,250 214,250

資本剰余金合計 214,250 214,250

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,004,640 1,290,430

利益剰余金合計 1,004,640 1,290,430

自己株式 △44 △75

株主資本合計 1,799,595 2,085,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51 2

評価・換算差額等合計 △51 2

純資産合計 1,799,544 2,085,357

負債純資産合計 6,716,311 7,298,916
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,640,000 7,826,697

売上原価 5,228,124 5,298,822

売上総利益 2,411,875 2,527,875

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 335,074 311,244

支払手数料 88,738 178,653

貸倒引当金繰入額 － 1,255

役員報酬 131,540 142,500

給料及び手当 595,861 635,360

賞与 58,559 41,492

賞与引当金繰入額 38,663 44,185

役員賞与引当金繰入額 10,580 －

法定福利費 79,961 87,219

賃借料 21,292 19,993

減価償却費 64,542 66,578

その他 216,062 263,678

販売費及び一般管理費合計 1,640,876 1,792,162

営業利益 770,999 735,713

営業外収益   

受取利息 6,192 6,195

受取供花搬入料 3,087 2,950

自動販売機手数料収入 1,709 1,767

受取保険金 2,140 －

その他 6,229 5,266

営業外収益合計 19,360 16,179

営業外費用   

支払利息 77,507 85,363

その他 9,406 4,993

営業外費用合計 86,914 90,356

経常利益 703,445 661,536

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,097 －

賞与引当金戻入額 － 2,192

特別利益合計 1,097 2,192

特別損失   

固定資産除売却損 ※1  2,598 ※1  627

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,644

特別損失合計 2,598 51,272

税引前当期純利益 701,944 612,456

法人税、住民税及び事業税 312,691 305,790

法人税等調整額 △15,469 △47,462

法人税等合計 297,221 258,327

当期純利益 404,722 354,129
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 580,750 580,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 580,750 580,750

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 214,250 214,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 214,250 214,250

資本剰余金合計   

前期末残高 214,250 214,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 214,250 214,250

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 656,868 1,004,640

当期変動額   

剰余金の配当 △56,950 △68,339

当期純利益 404,722 354,129

当期変動額合計 347,772 285,790

当期末残高 1,004,640 1,290,430

利益剰余金合計   

前期末残高 656,868 1,004,640

当期変動額   

剰余金の配当 △56,950 △68,339

当期純利益 404,722 354,129

当期変動額合計 347,772 285,790

当期末残高 1,004,640 1,290,430

自己株式   

前期末残高 － △44

当期変動額   

自己株式の取得 △44 △31

当期変動額合計 △44 △31

当期末残高 △44 △75
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,451,868 1,799,595

当期変動額   

剰余金の配当 △56,950 △68,339

当期純利益 404,722 354,129

自己株式の取得 △44 △31

当期変動額合計 347,727 285,759

当期末残高 1,799,595 2,085,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △27 △51

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 53

当期変動額合計 △23 53

当期末残高 △51 2

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △27 △51

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 53

当期変動額合計 △23 53

当期末残高 △51 2

純資産合計   

前期末残高 1,451,840 1,799,544

当期変動額   

剰余金の配当 △56,950 △68,339

当期純利益 404,722 354,129

自己株式の取得 △44 △31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 53

当期変動額合計 347,703 285,813

当期末残高 1,799,544 2,085,357

㈱ティア（2485）平成23年９月期　決算短信（非連結）

－12－



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 701,944 612,456

減価償却費 308,065 355,730

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,644

固定資産除売却損益（△は益） 2,598 627

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,233 1,033

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,920 11,243

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,580 △10,580

受取利息及び受取配当金 △6,205 △6,207

支払利息 77,507 85,363

売上債権の増減額（△は増加） 15,200 △28,028

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,817 86

仕入債務の増減額（△は減少） 47,554 △38,341

前払費用の増減額（△は増加） △523 △8,028

未払金の増減額（△は減少） 3,005 △45,451

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,920 44,472

その他 36,687 408

小計 1,180,364 1,025,430

利息及び配当金の受取額 117 74

利息の支払額 △77,216 △85,467

法人税等の支払額 △242,829 △343,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 860,436 596,825

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 △688,685 △894,834

無形固定資産の取得による支出 △13,127 △5,478

差入保証金の差入による支出 △37,364 △85,672

差入保証金の回収による収入 33,405 70,327

その他 △5,077 △3,479

投資活動によるキャッシュ・フロー △710,848 △919,138

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 370,000 570,000

短期借入金の返済による支出 △313,332 △550,000

長期借入れによる収入 1,300,000 1,615,000

長期借入金の返済による支出 △1,247,200 △1,386,995

自己株式の取得による支出 △44 △31

配当金の支払額 △56,752 △68,409

リース債務の返済による支出 △31,365 △35,563

割賦債務の返済による支出 △5,098 △5,245

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,207 138,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 165,796 △183,557

現金及び現金同等物の期首残高 1,018,950 1,184,747

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,184,747 ※1  1,001,189
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理)を採用しております。 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

総平均法による原価法 

(1）商品 

同左 

  (2）貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

なお、たな卸資産の貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づき簿価を切

下げております。 

(2）貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。  

建物         15～38年 

構築物        10～20年 

車両運搬具      ４～５年 

工具、器具及び備品  ３～６年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、のれんについては、投資の効果

が及ぶ期間（10年）、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3) リース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年９月30日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(3) リース資産  

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当事業

年度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。 

──────── 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理を採用

しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘ

ッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりで

あります。 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支改善

のため、対象債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理を採用しているため、有効性

の評価は省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

──────── (資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益及び経常利益は

7,532千円、税引前当期純利益は58,177千円それぞれ減少

しております。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

（損益計算書） 

１．前期まで区分掲記しておりました「株式公開費用」

は、金額的重要性が乏しくなったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することにしました。 

  なお、当期における「株式公開費用」の金額は6,640

千円であります。 

  

（損益計算書） 

１．前期まで区分掲記しておりました「受取保険金」は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

外収益の「その他」に含めて表示することにしました。

  なお、当期における「受取保険金」の金額は 千円

であります。 

  

385
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財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年９月30日） 

当事業年度 
（平成23年９月30日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 千円547,201

土地 千円126,308

差入保証金 千円151,806

合計 千円825,315

建物 千円532,035

土地 千円126,308

差入保証金 千円150,238

合計 千円808,582

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

１年内返済予定の長

期借入金 

千円107,760

長期借入金 千円215,000

保証債務 千円166,883

合計 千円489,643

１年内返済予定の長

期借入金 

千円122,992

長期借入金 千円224,764

保証債務 千円150,733

合計 千円498,489

２．偶発債務 

 当社の所有する建物の地主について、金融機関から

の借入に対して次の債務保証を行っております。 

２．偶発債務 

 当社の所有する建物の地主について、金融機関から

の借入に対して次の債務保証を行っております。 

保井 正純 千円166,883 保井 正純 千円150,733

 なお、上記保証については、故保井一好氏を被相続

人とする相続人代表として、地主の所有する土地及び

当社の所有する建物 千円が担保に供されてお

ります。 

111,309

 なお、上記保証については、地主の所有する土地及

び当社の所有する建物 千円が担保に供されて

おります。 

111,318

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

※ 固定資産除売却損は、次のとおりであります。  ※ 固定資産除売却損は、次のとおりであります。  

固定資産除却損  

建物 千円1,124

構築物 千円539

車両運搬具 千円181

工具、器具及び備品 千円44

解体費用 千円710

合計  千円2,598

固定資産除却損  

構築物 千円523

車両運搬具 千円30

工具、器具及び備品 千円73

合計  千円627
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前事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．平成22年１月１日付で、１株を100株に株式分割し、発行済株式総数が2,255,220株増加しております。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加26株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式        

普通株式（注）１ 株 22,780 株 2,255,220  － 株 2,278,000

合  計  株 22,780 株 2,255,220  － 株 2,278,000

自己株式        

普通株式（注）２  － 株 26  － 株 26

合  計   － 株 26  － 株 26

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年11月11日 

取締役会 
普通株式  千円 56,950 円 2,500 平成21年９月30日 平成21年12月７日 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成22年11月11日

取締役会 
普通株式 千円 68,339 利益剰余金 円 30 平成22年９月30日 平成22年12月７日
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当事業年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加15株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式        

普通株式 株 2,278,000  －  － 株 2,278,000

合  計  株 2,278,000  －  － 株 2,278,000

自己株式        

普通株式（注） 株 26 株 15  － 株 41

合  計  株 26 株 15  － 株 41

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成22年11月11日 

取締役会 
普通株式  千円 68,339 円 30 平成22年９月30日 平成22年12月７日 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成23年11月11日

取締役会 
普通株式 千円 68,338 利益剰余金 円 30 平成23年９月30日 平成23年12月８日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成22年９月30日現在） （平成23年９月30日現在）

 現金及び預金勘定と現金及び現金同等物の額は一致

しております。 

同左 

２．重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産の額は 千円、債務の額は

千円であります。 

96,300

104,700

２．重要な非資金取引の内容 

(1）当事業年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産の額は 千円、債務の額は

千円であります。 

(2）当事業年度に新たに計上した資産除去債務の額

は、 千円であります。 

42,500

45,190

135,961
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当事業年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社にサービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱うサービスについて国内の包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。 

当社は、葬儀請負を中心とした葬祭事業と、当社のこれまでのノウハウを生かした葬儀会館運営のフランチ

ャイズ事業を行っております。 

したがって、「葬祭事業」、「フランチャイズ事業」を報告セグメントとしております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 平成21年10月１日  至 平成22年９月30日） 

（単位：千円）

（注)１．調整額は以下のとおりであります。 

（１) セグメント利益の調整額△480,906千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、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。 

（２) セグメント資産の調整額1,394,496千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であ

り、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。 

（３) その他の項目の減価償却費の調整額36,639千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。 

（４) その他の項目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額11,221千円は、各報告セグメン

トに配分していない全社資産であります。 

２．セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含

まれております。 

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項は

ありません。 

同左 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

   

報告セグメント 
 調整額 

（注)１ 

財務諸表計上額

（注)２ 葬祭事業 
フランチャイ

ズ事業 
計 

売上高                

外部顧客への売上高  7,549,889  90,110  7,640,000  －  7,640,000

計  7,549,889  90,110  7,640,000  －  7,640,000

セグメント利益  1,239,031  12,873  1,251,905  △480,906  770,999

セグメント資産  5,307,443  14,370  5,321,814  1,394,496  6,716,311

その他の項目             

減価償却費（注)３  271,247  178  271,426  36,639  308,065

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額（注)３ 
 792,068  324  792,393  11,221  803,614
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当事業年度（自 平成22年10月１日  至 平成23年９月30日） 

（単位：千円）

（注)１．調整額は以下のとおりであります。 

（１) セグメント利益の調整額△505,295千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、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。 

（２) セグメント資産の調整額1,231,132千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であ

り、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。 

（３) その他の項目の減価償却費の調整額37,957千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。 

（４) その他の項目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,222千円は、各報告セグメン

トに配分していない全社資産であります。 

２．セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含

まれております 

４．当事業年度の葬祭事業における有形固定資産及び無形固定資産の増加額に、資産除去債務に関する会

計基準適用による適用初年度の期首における既存資産に係る除去費用109,322千円が含まれておりま

す。  

当事業年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報の中で同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報  

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高について、損益計算書の売上高の10％以上を占める特定の顧客への売上高はなく、該当

事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

   

報告セグメント 
 調整額 

（注)１ 

財務諸表計上額

（注)２ 葬祭事業 
フランチャイ

ズ事業 
計 

売上高                

外部顧客への売上高  7,696,680  130,016  7,826,697  －  7,826,697

計  7,696,680  130,016  7,826,697  －  7,826,697

セグメント利益  1,209,449  31,558  1,241,008  △505,295  735,713

セグメント資産  6,061,526  6,256  6,067,783  1,231,132  7,298,916

その他の項目             

減価償却費（注)３  317,548  223  317,772  37,957  355,730

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額（注)３．４ 
 1,055,086  16  1,055,102  2,222  1,057,325

【関連情報】

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
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当事業年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

当事業年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

（追加情報） 

当事業年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適

用しております。 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

（単位：千円）

  葬祭事業 フランチャイズ事業 全社・消去 合計 

当期償却額  23,332  －  －  23,332

当期末残高  110,830  －  －  110,830

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

１株当たり純資産額 円789.98

１株当たり当期純利益金額 円177.67

１株当たり純資産額 円915.45

１株当たり当期純利益金額 円155.46

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 当社は、平成22年１月１日付で株式１株につき100株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

１株当たり純資産額 円637.33

１株当たり当期純利益金額 円121.55

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度末

 （平成22年９月30日） 
当事業年度末

 （平成23年９月30日） 

純資産の部の合計額（千円）  1,799,544  2,085,357

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  1,799,544  2,085,357

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株

式の数（株） 
 2,277,974  2,277,959

  
前事業年度

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当事業年度
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

当期純利益（千円）  404,722  354,129

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  404,722  354,129

期中平均株式数（株）  2,277,994  2,277,959
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  該当事項はありません。  

 リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、税効果会計関係、関連当

事者情報、資産除去債務関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1）役員の異動 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

(2）その他 

 該当事項はありません。 

５．その他
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