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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 2,766 6.1 298 21.0 357 24.0 196 2.7
25年3月期第1四半期 2,608 0.6 246 △19.8 288 △17.6 190 3.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 144百万円 （△7.7％） 25年3月期第1四半期 156百万円 （23.6％）

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

26年3月期第1四半期 30.26 ―
25年3月期第1四半期 30.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 35,354 4,682 13.2
25年3月期 35,412 4,667 13.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,682百万円 25年3月期  4,667百万円

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  
25年３月期の期末配当金には創業80周年記念配当５円00銭を含んでおります。 

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

25年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 5,200 1.3 500 8.6 560 5.4 310 △1.6 48.12
通期 11,200 2.5 1,350 3.4 1,500 4.8 880 91.6 136.60



(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、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あり、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。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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 6,820,000 株 25年3月期 6,820,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 336,844 株 25年3月期 336,844 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,483,156 株 25年3月期1Q 6,323,205 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6.1％増の2,766百万円となりました。 

ホテル事業は、積極的な広告・営業活動を展開したものの、婚礼施行組数の減少により売上高は前年

同期比7.4％減の738百万円となりました。 

式典事業は、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、昨年来、厚木と相模原に開

設した「ご葬儀相談サロン」２施設が順調に稼動したことなど、お客様とのコミュニケーションを深め

る活動を行ってまいりました。また、お客様の多様なニーズにお応えすべく、既存施設の改装も積極的

におこなった結果、シェア率の向上及びご葬儀件数の増加につながり、ご葬儀1件あたりの売上高は前

年同期比で減少したものの、売上高は前年同期比13.1％増の1,864百万円となりました。 

その他の事業は、老人ホームの入居及び少額短期保険の加入が順調に推移したため、売上高は前年同

期比0.9％増の162百万円となりました。 

営業費用は、式典事業の売上増に伴う仕入の増加等により、前年同期比4.5％増の2,467百万円となり

ました。 

これらの結果、営業利益は前年同期比21.0％増の298百万円、経常利益は前年同期比24.0％増の357百

万円、四半期純利益は前年同期比2.7％増の196百万円となりました。 

  

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35,354百万円となりました。 

（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57百万円減少し、35,354百万円と

なりました。これは、現金及び預金の増加等による流動資産の増加301百万円、減価償却費の計上等

による有形固定資産の減少24百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少63百万円、投資有価

証券の償還等による投資その他の資産の減少270百万円によるものです。 

（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72百万円減少し、30,672百

万円となりました。これは、その他流動負債の増加133百万円があった一方、未払金の減少105百万

円、前払式特定取引前受金の減少45百万円があったこと等によるものです。 

（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14百万円増加し、4,682

百万円となりました。これは、利益剰余金の増加66百万円、その他有価証券評価差額金の減少51百万

円によるものです。 
  

当第１四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25年５月８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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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(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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,352,945 11,723,845

売掛金 401,860 352,967

有価証券 888,368 928,205

商品及び製品 34,960 37,770

原材料及び貯蔵品 67,369 70,767

その他 872,612 807,385

貸倒引当金 △2,848 △3,710

流動資産合計 13,615,267 13,917,230

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,643,012 6,536,722

土地 7,849,963 7,898,802

その他（純額） 308,501 341,256

有形固定資産合計 14,801,477 14,776,780

無形固定資産   

のれん 1,127,573 1,069,250

その他 379,427 374,069

無形固定資産合計 1,507,000 1,443,319

投資その他の資産   

供託金 814,365 814,465

その他 4,714,903 4,443,026

貸倒引当金 △43,265 △42,393

投資その他の資産合計 5,486,003 5,215,098

固定資産合計 21,794,481 21,435,198

繰延資産   

開業費 2,359 1,769

繰延資産合計 2,359 1,769

資産合計 35,412,108 35,354,198
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 527,849 516,928

未払金 361,604 256,313

未払法人税等 31,382 33,808

引当金 126,580 99,860

その他 807,305 940,559

流動負債合計 1,854,721 1,847,471

固定負債   

前払式特定取引前受金 27,861,519 27,816,420

引当金 228,805 221,412

その他 799,784 786,757

固定負債合計 28,890,108 28,824,590

負債合計 30,744,830 30,672,061

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 4,052,315 4,118,844

自己株式 △325,466 △325,466

株主資本合計 4,573,581 4,640,111

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 93,696 42,025

その他の包括利益累計額合計 93,696 42,025

純資産合計 4,667,278 4,682,137

負債純資産合計 35,412,108 35,354,198
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,608,239 2,766,434

売上原価 1,901,544 1,928,587

売上総利益 706,695 837,846

販売費及び一般管理費 459,803 539,003

営業利益 246,892 298,843

営業外収益   

受取利息 13,948 8,337

受取配当金 14,208 25,976

前受金月掛中断収入 12,734 12,004

不動産賃貸収入 4,269 5,137

投資有価証券売却益 0 2,709

その他 14,810 7,697

営業外収益合計 59,971 61,862

営業外費用   

不動産賃貸費用 2,153 2,563

前受金復活損失引当金繰入額 12,319 －

その他 3,730 319

営業外費用合計 18,202 2,883

経常利益 288,660 357,823

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 899 8,458

特別損失合計 899 8,458

税金等調整前四半期純利益 329,302 349,364

法人税、住民税及び事業税 85,115 30,407

法人税等調整額 53,241 122,764

法人税等合計 138,356 153,171

少数株主損益調整前四半期純利益 190,946 196,192

四半期純利益 190,946 196,192
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,946 196,192

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,367 △51,670

その他の包括利益合計 △34,367 △51,670

四半期包括利益 156,578 144,521

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 156,578 144,521
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該当事項はありません。 

  

  

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△220,839千円には、セグメント間取引消去12,678千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△233,518千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△288,155千円には、セグメント間取引消去13,031千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△301,186千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。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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)

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 798,143 1,648,770 2,446,914 161,325 2,608,239 ― 2,608,239

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

28,180 ― 28,180 4,688 32,869 (32,869) ―

計 826,323 1,648,770 2,475,094 166,014 2,641,108 (32,869) 2,608,239

セグメント利益 53,452 383,409 436,862 30,868 467,731 △220,839 246,892

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日  至 平成25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 738,974 1,864,672 2,603,647 162,786 2,766,434 ― 2,766,434

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

30,172 ― 30,172 6,427 36,599 (36,599) ―

計 769,147 1,864,672 2,633,820 169,213 2,803,034 (36,599) 2,766,434

セグメント利益 49,333 515,460 564,793 22,205 586,998 △288,155 298,843
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