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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,308 △1.6 15 △82.4 △82 ― △93 ―

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

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △139百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △44百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △5.32 ―

24年3月期第1四半期 △2.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 20,384 6,464 31.6
24年3月期 21,135 6,668 31.4

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,438百万円 24年3月期  6,641百万円

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

24年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 10,682 0.4 1,009 △5.9 862 △10.0 469 14.9 26.84
通期 21,050 1.7 1,873 △2.9 1,622 △6.0 831 45.9 47.53



(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 

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P２「２．サマリー情報(注記事
項)に関する事項をご覧ください。 

(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条件に基づいており、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。業績予想に関する事項については、添付資料２ページ「(３)連結業績予報に関する定性的情報」をご
覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 18,024,376 株 24年3月期 18,020,376 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 520,144 株 24年3月期 520,020 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 17,501,708 株 24年3月期1Q 17,494,500 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、緩やかな持ち直し傾向が見られるものの、依然として欧州

の債務危機問題による海外景気の下振れ等の懸念材料が残り、先行き不透明ななかで推移いたしました。 

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

小型化・簡素化に伴う購入単価下落の傾向が依然として続いております。 

 このような情勢のなか、当企業グループは、前期に新設した墓石販売の専門組織の機能を拡充するとともに、仏

壇仏具販売においては積極的な販売促進活動を行ない、販売数増加に努めましたが、売上高は43億８百万円（前年

同期比1.6％減）となりました。 

 営業利益につきましては、売上高の減少等に伴い15百万円（前年同期比82.4％減）となり、経常損益は債権売却

損を計上したことなどから82百万円の経常損失（前年同期は36百万円の経常利益）となりました。 

 四半期純損益につきましては、特別損失は減少したものの、経常損失により93百万円の四半期純損失（前年同期

は38百万円の四半期純損失）となりました。 

    

（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７億51百万円減少して203億84百万

円、負債合計は５億47百万円減少して139億19百万円、純資産は２億４百万円減少して64億64百万円となり、自己

資本比率は31.6％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１億６百万円減少し、80億30百万円となりました。 

 固定資産は、主に営業保証金の減少や長期貸付金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ６億44百円減少

し、123億54百万円となりました。 

 流動負債は、主に短期借入金やその他の流動負債が増加しましたが、未払法人税等及び賞与引当金の減少など

により、前連結会計年度末に比べ１億26百万円減少し、76億40百万円となりました。 

 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４億20百万円減少し、62億79百万円

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２億

４百万円減少し、64億64百万円となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしました予想に変更はありません。 

   

   

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は、軽

微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,796,925 3,300,623

受取手形及び売掛金 759,376 608,111

商品及び製品 2,906,261 3,180,160

仕掛品 76,506 118,037

原材料及び貯蔵品 38,965 38,600

繰延税金資産 200,198 268,358

その他 368,048 524,883

貸倒引当金 △9,640 △8,605

流動資産合計 8,136,642 8,030,170

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 745,634 735,536

造作(純額) 575,418 563,226

機械装置及び運搬具（純額） 4,888 4,976

土地 1,080,877 1,080,660

リース資産（純額） 26,302 24,663

建設仮勘定 2,100 2,100

その他（純額） 230,146 224,219

有形固定資産合計 2,665,366 2,635,384

無形固定資産 233,771 222,804

投資その他の資産   

投資有価証券 512,669 460,635

長期貸付金 377,842 93,388

繰延税金資産 515,191 464,053

リース資産（純額） 310,055 296,197

営業保証金 6,616,309 6,359,978

差入保証金 1,747,660 1,715,585

その他 1,006,308 971,759

貸倒引当金 △986,121 △865,515

投資その他の資産合計 10,099,916 9,496,082

固定資産合計 12,999,055 12,354,271

資産合計 21,135,697 20,384,442
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,139,596 1,135,314

短期借入金 4,071,710 4,188,236

リース債務 130,807 132,562

未払金 424,024 474,453

未払法人税等 760,453 32,257

賞与引当金 240,677 92,154

販売促進引当金 17,700 15,200

その他 981,770 1,569,886

流動負債合計 7,766,740 7,640,064

固定負債   

長期借入金 4,815,639 4,472,903

リース債務 399,337 371,165

退職給付引当金 618,384 594,863

役員退職慰労引当金 359,021 335,074

資産除去債務 320,169 318,650

その他 187,779 187,146

固定負債合計 6,700,331 6,279,804

負債合計 14,467,072 13,919,869

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,916,812 3,917,508

資本剰余金 1,431,317 1,432,013

利益剰余金 1,455,221 1,296,469

自己株式 △171,305 △171,353

株主資本合計 6,632,045 6,474,637

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,902 △36,493

その他の包括利益累計額合計 9,902 △36,493

新株予約権 26,677 26,429

純資産合計 6,668,625 6,464,573

負債純資産合計 21,135,697 20,384,442
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,379,633 4,308,529

売上原価 1,531,517 1,539,626

売上総利益 2,848,115 2,768,902

販売費及び一般管理費   

販売促進費 266,320 251,307

貸倒引当金繰入額 － 970

給料及び賞与 991,566 949,545

賞与引当金繰入額 56,178 85,195

役員退職慰労金 － 35,000

退職給付費用 53,336 45,880

役員退職慰労引当金繰入額 3,970 8,986

福利厚生費 246,658 264,994

賃借料 316,325 305,953

その他 825,805 805,563

販売費及び一般管理費合計 2,760,162 2,753,396

営業利益 87,953 15,505

営業外収益   

受取利息 1,151 542

受取配当金 5,322 3,989

受取家賃 74,994 69,952

その他 12,954 18,284

営業外収益合計 94,423 92,769

営業外費用   

支払利息 59,920 42,738

賃貸費用 69,010 64,495

貸倒引当金繰入額 12,240 11,000

債権売却損 － 64,192

為替差損 － 4,293

その他 4,868 4,012

営業外費用合計 146,040 190,732

経常利益又は経常損失（△） 36,335 △82,457

特別利益   

固定資産売却益 15 －

新株予約権戻入益 21,888 －

特別利益合計 21,903 －

特別損失   

固定資産除売却損 291 746

減損損失 － 4,139

投資有価証券評価損 － 466

貸倒引当金繰入額 86,210 －

特別損失合計 86,502 5,352

税金等調整前四半期純損失（△） △28,262 △87,809
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

法人税、住民税及び事業税 17,078 17,166

法人税等調整額 △7,156 △11,850

法人税等合計 9,921 5,315

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,184 △93,125

四半期純損失（△） △38,184 △93,125
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,184 △93,125

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,202 △46,396

その他の包括利益合計 △6,202 △46,396

四半期包括利益 △44,386 △139,521

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △44,386 △139,521

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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