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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

（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３四半期 8,147 1.0 1,004 12.1 1,009 4.8 535 0.8

23年３月期第３四半期 8,069 1.6 895 19.1 963 5.8 531 22.5

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 419百万円(△17.7％) 23年３月期第３四半期 509百万円( ―％)

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３四半期 84.75 ―
23年３月期第３四半期 83.84 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３期第３四半期 34,880 4,020 11.5
23年３月期 34,915 3,790 10.9

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 4,020百万円 23年３月期 3,790百万円

２．配当の状況

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 ― 15.00 ―

24年３月期(予想) 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 10,770 0.6 1,050 0.9 1,160 3.9 600 14.6 94.88

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   
  

 

   

 

４．その他

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 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３Ｑ 496,795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３Ｑ 6,323,207株 23年３月期３Ｑ 6,341,771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っての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）P２「連結業績予想に関する定例的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間売上高は前年同期比1.0％増の8,147百万円となりました。 

ホテル事業は、震災による自粛ムードも落ち着く中、積極的な営業活動を展開した結果、宴会、レス

トラン需要は回復基調になりましたが、婚礼施行組数の減少により売上高は前年同期比10.2％減の

2,246百万円となりました。 

式典事業は、引続き継続的なご葬儀勉強会、生前相談会を開催し、お客様からのご相談体制の強化充

実を図りました。また、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6.3％増の5,420百万円

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2.8％増の480

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0.4％減の7,143百万円となりました。 

これらの結果、営業利益は前年同期比12.1％増の1,004百万円、経常利益は前年同期比4.8％増の

1,009百万円、四半期純利益は前年同期比0.8％増の535百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は34,880百万円となりました。 

（資産） 

当第３四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ35百万円減少し、34,880百万円となりました。

これは、現金及び預金、有価証券等の増加による流動資産の増加1,230百万円、減価償却費等による

有形固定資産の減少383百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少199百万円、投資有価証券

の売却等による投資その他の資産の減少680百万円によるものです。 

（負債） 

当第３四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ265百万円減少し、30,859百万円となり

ました。これは、未払金の減少426百万円、未払法人税等の増加212百万円によるものです。 

（純資産） 

当第３四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ230百万円増加し、4,020百万円となり

ました。これは、利益剰余金が四半期純利益の計上等により346百万円増加した一方で、その他有価

証券評価差額金の減少116百万円によるものです。 
  

通期（平成23年４月１月～平成24年３月31月）の連結業績予想につきましては、第４四半期以降の景

気の不透明感から、平成23年５月10月発表の当初予想値から変更しておりません。今後、変更がある場

合には、直ちに開示してまいります。 

  

  

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
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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。 

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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４．四半期連結財務諸表
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,267,080 8,177,848

売掛金 345,069 371,630

有価証券 578,402 964,180

商品及び製品 39,281 40,206

原材料及び貯蔵品 62,919 73,112

その他 260,391 155,621

貸倒引当金 △4,747 △3,787

流動資産合計 8,548,398 9,778,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,274,861 6,934,325

土地 9,435,345 9,435,345

その他（純額） 385,776 343,025

有形固定資産合計 17,095,982 16,712,696

無形固定資産

のれん 1,594,154 1,419,186

その他 428,782 403,792

無形固定資産合計 2,022,937 1,822,978

投資その他の資産

供託金 2,058,665 1,973,165

その他 5,251,670 4,656,774

貸倒引当金 △68,808 △69,047

投資その他の資産合計 7,241,527 6,560,891

固定資産合計 26,360,448 25,096,567

繰延資産

開業費 7,079 5,309

繰延資産合計 7,079 5,309

資産合計 34,915,926 34,880,689
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 524,268 623,333

未払金 669,740 242,748

未払法人税等 58,556 271,262

引当金 157,079 117,370

その他 603,835 777,730

流動負債合計 2,013,479 2,032,445

固定負債

前払式特定取引前受金 28,363,095 28,165,560

引当金 213,786 217,310

その他 534,726 444,508

固定負債合計 29,111,608 28,827,379

負債合計 31,125,088 30,859,824

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 3,718,809

自己株式 △480,017 △480,030

株主資本合計 3,739,276 4,085,512

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 △64,647

その他の包括利益累計額合計 51,561 △64,647

純資産合計 3,790,837 4,020,864

負債純資産合計 34,915,926 34,880,689
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 8,069,113 8,147,801

売上原価 5,833,371 5,792,298

売上総利益 2,235,742 2,355,503

販売費及び一般管理費 1,339,877 1,351,105

営業利益 895,865 1,004,397

営業外収益

受取配当金 12,992 16,512

前受金月掛中断収入 54,516 53,570

不動産賃貸収入 12,344 11,784

投資有価証券売却益 3,832 66,744

その他 64,691 54,373

営業外収益合計 148,377 202,984

営業外費用

不動産賃貸費用 11,869 9,607

投資有価証券売却損 14,884 107,668

前受金復活損失引当金繰入額 42,530 45,294

その他 11,829 35,648

営業外費用合計 81,113 198,218

経常利益 963,128 1,009,162

特別損失

固定資産除売却損 35,736 9,012

投資有価証券評価損 1,999 22,922

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 53,239 31,934

税金等調整前四半期純利益 909,889 977,227

法人税、住民税及び事業税 277,892 373,640

法人税等調整額 100,282 67,642

法人税等合計 378,174 441,282

少数株主損益調整前四半期純利益 531,714 535,945

四半期純利益 531,714 535,945
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 531,714 535,945

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,946 △116,208

その他の包括利益合計 △21,946 △116,208

四半期包括利益 509,767 419,736

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 509,767 419,736
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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△578,865千円には、セグメント間取引消去36,105千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△614,971千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△622,317千円には、セグメント間取引消去30,723千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△653,040千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)

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 2,501,010 5,100,425 7,601,436 467,677 8,069,113 ― 8,069,113

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

62,793 ― 62,793 15,222 78,015 (78,015) ―

計 2,563,804 5,100,425 7,664,229 482,899 8,147,129 (78,015) 8,069,113

セグメント利益 139,930 1,261,798 1,401,728 73,001 1,474,730 △578,865 895,865

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日  至 平成23年12月31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 2,246,964 5,420,292 7,667,256 480,545 8,147,801 ― 8,147,801

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

92,453 ― 92,453 15,854 108,307 (108,307) ―

計 2,339,417 5,420,292 7,759,709 496,400 8,256,109 (108,307) 8,147,801

セグメント利益 96,361 1,444,784 1,541,145 85,568 1,626,714 △622,317 1,004,397

（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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