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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６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 ％

27年３月期第１四半期 2,615 △5.5 207 △30.7 270 △24.5 166 △15.2

26年３月期第１四半期 2,766 6.1 298 21.0 357 24.0 196 2.7
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 188百万円( 30.3％) 26年３月期第１四半期 144百万円( △7.7％)
　

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

27年３月期第１四半期 25.66 ―

26年３月期第１四半期 30.26 ―
　

　

（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 ％

27年３月期第１四半期 35,809 5,321 14.9

26年３月期 36,092 5,262 14.6
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 5,321百万円 26年３月期 5,262百万円
　

　

　

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

26年３月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 15.00 ― 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

26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。
　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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)

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) 5,320 0.1 505 0.4 610 0.5 335 0.9 51.67

通期 11,500 1.7 1,405 1.8 1,610 1.4 875 2.2 134.97
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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
　

　

（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) 27年３月期１Ｑ 6,820,000株 26年３月期 6,820,000株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 336,844株 26年３月期 336,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 6,483,156株 26年３月期１Ｑ 6,483,156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きの対象外であり、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きが実施中です。

※ 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。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。
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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

当第１四半期連結累計期間売上高は前年同期比5.5％減の2,615百万円となりました。

ホテル事業は、ＷＥＢ等による積極的な広告・営業活動を展開したものの、婚礼施行組数が減少したことにより、

売上高は前年同期比22.5％減の572百万円となりました。

式典事業は、定期的なご葬儀勉強会、体験型の生前相談会等を開催し、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。その結果、ご葬儀件数は増加しましたが、ご葬儀1件あたりの売上高は前年同四半期で

減少したため、売上高は前年同期比0.6％減の1,853百万円となりました。

その他の事業は、介護サービス利用者、老人ホーム入居者、保険加入者の増加を目指すため、積極的な広告活動、

サービス品質向上などの活動を深めてまいりました。当第１四半期連結累計期間においては、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16.0％増の188百万円となりました。

営業費用は、ホテル事業の売上減に伴う仕入の減少等により、前年同期比2.4％減の2,408百万円となりました。

これらの結果、営業利益は前年同期比30.7％減の207百万円、経常利益は前年同期比24.5％減の270百万円、四半

期純利益は前年同期比15.2％減の166百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

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35,809百万円となりました。

（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282百万円減少し、35,809百万円となりまし

た。これは、現金及び預金の減少等による流動資産の減少668百万円、減価償却費の計上等による有形固定資産の

減少101百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少52百万円、投資有価証券の取得等による投資その他の

資産の増加539百万円によるものです。

（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341百万円減少し、30,488百万円となり

ました。これは、その他流動負債の増加181百万円があった一方、未払金の減少188百万円及び未払法人税等の減

少194百万円、前払式特定取引前受金の減少37百万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58百万円増加し、5,321百万円となり

ました。これは、利益剰余金の増加36百万円及びその他有価証券評価差額金の増加21百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年５月９日の「平成26年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,128,392 12,480,680

売掛金 382,682 348,960

有価証券 782,630 799,381

商品 38,394 39,928

原材料及び貯蔵品 66,167 65,261

その他 308,412 308,670

貸倒引当金 △928 △5,546

流動資産合計 14,705,751 14,037,336

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,424,538 6,330,491

土地 8,136,953 8,136,953

その他（純額） 489,205 481,584

有形固定資産合計 15,050,697 14,949,029

無形固定資産

のれん 894,282 835,959

その他 389,563 395,801

無形固定資産合計 1,283,845 1,231,760

投資その他の資産

供託金 816,465 816,465

その他 4,276,547 4,814,685

貸倒引当金 △40,710 △39,520

投資その他の資産合計 5,052,301 5,591,630

固定資産合計 21,386,843 21,772,420

資産合計 36,092,595 35,809,757

負債の部

流動負債

買掛金 547,616 491,474

未払金 408,585 219,934

未払法人税等 251,704 57,399

引当金 132,130 100,865

その他 813,121 994,882

流動負債合計 2,153,157 1,864,555

固定負債

前払式特定取引前受金 27,646,165 27,608,736

引当金 87,700 83,213

退職給付に係る負債 122,429 126,632

その他 820,416 805,176

固定負債合計 28,676,711 28,623,758

負債合計 30,829,869 30,488,314
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

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 4,681,153 4,717,910

自己株式 △325,466 △325,466

株主資本合計 5,202,420 5,239,177

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60,305 82,265

その他の包括利益累計額合計 60,305 82,265

純資産合計 5,262,726 5,321,443

負債純資産合計 36,092,595 35,809,757
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 2,766,434 2,615,553

売上原価 1,928,587 1,897,483

売上総利益 837,846 718,069

販売費及び一般管理費 539,003 511,024

営業利益 298,843 207,045

営業外収益

受取利息 8,337 8,185

受取配当金 25,976 34,478

前受金月掛中断収入 12,004 12,769

不動産賃貸収入 5,137 5,106

投資有価証券売却益 2,709 -

その他 7,697 13,733

営業外収益合計 61,862 74,273

営業外費用

不動産賃貸費用 2,563 2,716

前受金復活損失引当金繰入額 - 5,699

その他 319 2,738

営業外費用合計 2,883 11,153

経常利益 357,823 270,164

特別損失

固定資産除売却損 8,458 5,879

特別損失合計 8,458 5,879

税金等調整前四半期純利益 349,364 264,285

法人税、住民税及び事業税 30,407 59,730

法人税等調整額 122,764 38,134

法人税等合計 153,171 97,864

少数株主損益調整前四半期純利益 196,192 166,420

四半期純利益 196,192 166,420
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 196,192 166,420

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △51,670 21,959

その他の包括利益合計 △51,670 21,959

四半期包括利益 144,521 188,379

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 144,521 188,379
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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)

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)

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

(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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

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)

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 572,842 1,853,816 2,426,659 188,893 2,615,553 ― 2,615,553

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

27,738 ― 27,738 3,838 31,577 (31,577) ―

計 600,581 1,853,816 2,454,398 192,731 2,647,130 (31,577) 2,615,553

セグメント利益又は
損失(△)

△70,427 506,885 436,458 42,810 479,268 △272,223 207,045

(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△272,223千円には、セグメント間取引消去11,898千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△284,121千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。
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