
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：有 (アナリスト向け )

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30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 ％

25年３月期第２四半期 5,131 0.7 460 △5.3 531 7.3 315 19.6
24年３月期第２四半期 5,094 0.2 486 20.8 494 12.0 263 30.7

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 323百万円( 171.9％) 24年３月期第２四半期 118百万円( ―％)

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２四半期 49.20 ―
24年３月期第２四半期 41.66 ―

（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 ％

25年３月期第２四半期 35,204 4,504 12.8
24年３月期 35,322 4,158 11.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 4,504百万円 24年３月期 4,158百万円

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

24年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

25年３月期 ― 15.00

25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）

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 11,000 1.1 1,300 10.8 1,350 10.9 650 1.6 102.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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）

（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

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

(注)当第１四半期会計期間より減価償却方法の変更を行なっており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別
することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事
項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（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) 25年３月期２Ｑ 6,820,000株 24年３月期 6,820,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 336,795株 24年３月期 496,795株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 6,402,768株 24年３月期２Ｑ 6,323,208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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間売上高は前年同期比0.7％増の5,131百万円となりました。 

ホテル事業は、積極的な広告・営業活動を展開した結果、婚礼施行組数、宴会件数が増加したことに

より売上高は前年同期比12.7％増の1,393百万円となりました。また、営業費用は売上増加に伴い仕入

が増加し、さらには積極的な広告展開を推進したため、前年同期比7.4％増となり、営業損失は28百万

円（前年同期営業損失は76百万円）となりました。 

式典事業は、引続き定期的なご葬儀勉強会、生前相談会等を開催するとともに、積極的な広告宣伝を

展開してまいりました。さらにはお客様のご葬儀に対する不安や希望などに個別にお応えすべく、「ご

葬儀・法要相談センター」での電話相談、および平成24年８月には厚木市において「ご葬儀相談サロン

厚木店」を新規開設するなどお客様により近づく取組みを行ってまいりました。当第２四半期連結累計

期間においては、ご葬儀１件あたりの売上高は前年同期比でほぼ横ばいとなるものの、当社の営業エリ

アにおける死亡者数が減少したためご葬儀件数は減少しました。その結果、売上高は前年同期比3.5％

減の3,401百万円となり、営業利益は前年同期比6.7％減の860百万円となりました。 

その他の事業は、介護サービス利用者、老人ホームの新規入居者が前年同期比で減少したものの、少

額短期保険の収入が増加したため、売上高は前年同期比0.7％増の336百万円となりました。 

これらの結果、営業利益は前年同期比5.3％減の460百万円となりました。また、経常利益は前年同期

に発生した有価証券売却損が発生していないため前年同期比7.3％増の531百万円、四半期純利益は受取

保険金の計上等により、前年同期比19.6％増の315百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は35,204百万円となりました。 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ117百万円減少し、35,204百万円

となりました。これは、有価証券が減少した一方で、現金及び預金の増加等による流動資産の増加

236百万円、減価償却費の計上等による有形固定資産の減少128百万円、のれんの償却等による無形固

定資産の減少126百万円、又投資有価証券の取得による増加565百万円があった一方、供託金の取り崩

し等による減少700百万円等により、投資その他の資産が97百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

当第２四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463百万円減少し、30,700

百万円となりました。これは、買掛金及び未払金の減少278百万円、未払法人税等の減少149百万円等

によるものです。 

（純資産） 

当第２四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345百万円増加し、4,504

百万円となりました。これは、利益剰余金の増加182百万円、自己株式の処分154百万円等によるもの

です。 
  

当第２四半期の業績につきましては、概ね予想通り推移しており、現時点では平成24年５月９日に公

表いたしました当期連結業績予想はそのまま据え置くことといたします。 

  

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。 

  

（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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。なお、当該変更が当第２四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は

軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)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 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,569,568 9,032,302

売掛金 333,643 325,942

有価証券 1,075,689 799,202

商品及び製品 37,929 34,823

原材料及び貯蔵品 73,996 67,632

その他 288,721 354,922

貸倒引当金 △5,234 △4,332

流動資産合計 10,374,314 10,610,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,834,895 6,693,359

土地 9,426,281 9,426,281

その他（純額） 327,695 340,766

有形固定資産合計 16,588,872 16,460,407

無形固定資産   

のれん 1,360,863 1,244,218

その他 396,423 386,504

無形固定資産合計 1,757,287 1,630,722

投資その他の資産   

供託金 1,973,165 1,274,165

その他 4,679,537 5,284,805

貸倒引当金 △55,803 △59,908

投資その他の資産合計 6,596,899 6,499,062

固定資産合計 24,943,058 24,590,191

繰延資産   

開業費 4,719 3,539

繰延資産合計 4,719 3,539

資産合計 35,322,093 35,204,226
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 571,803 462,516

未払金 408,059 239,159

未払法人税等 366,200 216,609

引当金 138,850 168,300

その他 788,733 774,467

流動負債合計 2,273,647 1,861,052

固定負債   

前払式特定取引前受金 28,080,599 28,021,600

引当金 217,305 222,652

その他 591,925 594,913

固定負債合計 28,889,830 28,839,166

負債合計 31,163,478 30,700,219

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 3,822,809 4,005,199

自己株式 △480,030 △325,430

株主資本合計 4,189,512 4,526,503

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △30,897 △22,496

その他の包括利益累計額合計 △30,897 △22,496

純資産合計 4,158,615 4,504,006

負債純資産合計 35,322,093 35,204,226
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,094,859 5,131,737

売上原価 3,720,294 3,751,158

売上総利益 1,374,565 1,380,578

販売費及び一般管理費 888,425 920,016

営業利益 486,139 460,561

営業外収益   

受取利息 15,739 26,238

受取配当金 15,703 19,569

前受金月掛中断収入 35,268 26,059

不動産賃貸収入 7,678 8,780

投資有価証券売却益 66,604 0

その他 18,731 27,646

営業外収益合計 159,726 108,295

営業外費用   

不動産賃貸費用 6,210 4,687

前受金復活損失引当金繰入額 30,750 28,574

投資有価証券売却損 77,451 －

その他 36,553 4,326

営業外費用合計 150,964 37,588

経常利益 494,901 531,268

特別利益   

受取保険金 － 41,541

特別利益合計 － 41,541

特別損失   

固定資産除売却損 7,088 12,155

固定資産圧縮損 － 10,775

特別損失合計 7,088 22,930

税金等調整前四半期純利益 487,813 549,879

法人税、住民税及び事業税 205,750 212,585

法人税等調整額 18,628 22,254

法人税等合計 224,378 234,840

少数株主損益調整前四半期純利益 263,434 315,038

四半期純利益 263,434 315,038
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 263,434 315,038

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △144,471 8,400

その他の包括利益合計 △144,471 8,400

四半期包括利益 118,963 323,439

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 118,963 323,439
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 487,813 549,879

減価償却費 332,865 299,014

のれん償却額 116,645 116,645

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,946 5,199

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,137 3,203

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,072 9,450

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) 5,545 146

投資有価証券売却損益（△は益） 10,846 △0

受取利息及び受取配当金 △31,443 △45,808

受取保険金 － △41,541

有形固定資産除売却損益（△は益） 7,088 12,155

売上債権の増減額（△は増加） 17,258 7,701

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,354 9,470

仕入債務の増減額（△は減少） △24,499 △109,287

未払金の増減額（△は減少） △200,468 △190,769

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) △97,843 △58,999

保証金の増減額(△は増加) △65,331 △63,511

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,805 △4,105

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,206 △62,038

その他の流動負債の増減額（△は減少） 137,620 △3,474

その他 32,239 7,064

小計 725,570 440,393

利息及び配当金の受取額 30,953 37,749

保険金の受取額 － 41,541

法人税等の支払額 △44,007 △354,287

法人税等の還付額 4,078 224

営業活動によるキャッシュ・フロー 716,594 165,621

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △115,723 △151,803

有形及び無形固定資産の除却による支出 △824 △6,326

投資有価証券の取得による支出 △696,378 △563,546

投資有価証券の売却による収入 829,902 181

投資有価証券の償還による収入 － 4,930

供託金の返還による収入 88,000 700,000

供託金の預入による支出 △2,500 △1,000

貸付けによる支出 △9,950 △11,750

貸付金の回収による収入 14,553 12,283

金銭の信託の減少による収入 51,049 －

その他 △437 △437

投資活動によるキャッシュ・フロー 157,690 △17,468
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △94,692 △94,421

自己株式の取得による支出 △12 －

自己株式の処分による収入 － 116,800

その他 △498 △1,163

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,204 21,215

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,875 6,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 777,205 175,944

現金及び現金同等物の期首残高 7,528,133 8,916,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,305,338 9,092,427
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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△430,820千円には、セグメント間取引消去21,177千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△451,998千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△444,373千円には、セグメント間取引消去25,140千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△469,514千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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日  至 平成23年９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 1,236,446 3,524,065 4,760,512 334,347 5,094,859 ― 5,094,859

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

63,417 ― 63,417 8,919 72,336 (72,336) ―

計 1,299,864 3,524,065 4,823,929 343,266 5,167,196 (72,336) 5,094,859

セグメント利益 △76,369 922,867 846,498 70,462 916,960 △430,820 486,139

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日  至 平成24年９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 1,393,776 3,401,275 4,795,052 336,684 5,131,737 ― 5,131,737

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

56,107 ― 56,107 10,434 66,541 (66,541) ―

計 1,449,884 3,401,275 4,851,160 347,118 5,198,278 (66,541) 5,131,737

セグメント利益 △28,543 860,845 832,302 72,633 904,935 △444,373 460,561

（６）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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