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

27年３月期第３四半期 8,012 △4.6 751 △27.3 856 △28.8 530 △20.0

26年３月期第３四半期 8,401 3.6 1,033 10.0 1,202 15.8 663 9.8
(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 643百万円( 3.6％) 26年３月期第３四半期 621百万円( △7.4％)
　

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３四半期 81.87 ―

26年３月期第３四半期 102.31 ―
　

　

（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３四半期 36,556 5,679 15.5

26年３月期 36,092 5,262 14.6
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 5,679百万円 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 ― 15.00 ―

27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
　　

　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、対前期増減率)

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

通期 10,800 △4.4 1,005 △27.2 1,190 △25.0 720 △15.9 111.06
(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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 6,483,156株 26年３月期３Ｑ 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。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３四半期連結累計期間売上高は前年同期比4.6％減の8,012百万円となりました。

ホテル事業では、ＷＥＢ等による積極的な広告・営業活動を展開し、ご婚礼の予約組数は前年同期比で増加しま

したが、期中でのご婚礼施行組数は減少となり、売上高は前年同期比8.6％減の1,849百万円となりました。

式典事業では、昨今のご葬儀ニーズに基づき、平成26年12月に神奈川県中郡大磯町に一日一家族様貸切型の式場

「湘南大磯ホール」を、東京都八王子市左入町に家族葬専用のエンディングホテル「八王子滝山ファミリーホール」

を新設致しました。また、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

年同期比で減少したため、売上高は前年同期比3.7％減の5,587百万円となりました。

その他の事業では、介護事業については在宅介護サービス利用者の減少、有料老人ホームの新規入居者が減少し

たことにより、売上高は前年同期比0.1％減の576百万円となりました。

これらの結果、営業利益は前年同期比27.3％減の751百万円、経常利益は前年同期比28.8％減の856百万円、四半

期純利益は前年同期比20.0％減の530百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は36,556百万円となりました。

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ463百万円増加し、36,556百万円となりまし

た。これは、現金及び預金の減少等による流動資産の減少490百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少

160百万円があった一方、設備投資等による有形固定資産の増加135百万円、投資有価証券の取得等による投資そ

の他の資産の増加978百万円があったことによるものです。

（負債）

当第３四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46百万円増加し、30,876百万円となり

ました。これは、前払式特定取引前受金の減少等による固定負債の減少119百万円があった一方、未払金の増加等

による流動負債の増加165百万円があったことによるものです。

（純資産）

当第３四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416百万円増加し、5,679百万円とな

りました。これは、四半期純利益530百万円の計上と配当金の支払226百万円の結果、利益剰余金が303百万円増加

したことと、その他有価証券評価差額金の増加113百万円があったことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期通期の連結業績予想は、平成26年11月６日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」

の業績予想から変更はありません。
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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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,128,392 12,409,327

売掛金 382,682 371,428

有価証券 782,630 1,031,855

商品 38,394 43,000

原材料及び貯蔵品 66,167 74,548

その他 308,412 288,226

貸倒引当金 △928 △2,819

流動資産合計 14,705,751 14,215,567

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,424,538 6,618,701

土地 8,136,953 8,136,953

その他（純額） 489,205 430,548

有形固定資産合計 15,050,697 15,186,204

無形固定資産

のれん 894,282 727,999

その他 389,563 395,528

無形固定資産合計 1,283,845 1,123,527

投資その他の資産

供託金 816,465 818,015

その他 4,276,547 5,256,041

貸倒引当金 △40,710 △42,913

投資その他の資産合計 5,052,301 6,031,143

固定資産合計 21,386,843 22,340,875

資産合計 36,092,595 36,556,442

負債の部

流動負債

買掛金 547,616 573,807

未払金 408,585 512,546

未払法人税等 251,704 162,545

引当金 132,130 89,850

その他 813,121 980,323

流動負債合計 2,153,157 2,319,072

固定負債

前払式特定取引前受金 27,646,165 27,540,163

引当金 87,700 84,802

退職給付に係る負債 122,429 126,982

その他 820,416 805,731

固定負債合計 28,676,711 28,557,679

負債合計 30,829,869 30,876,752
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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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31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 4,985,037

自己株式 △325,466 △325,466

株主資本合計 5,202,420 5,506,304

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60,305 173,385

その他の包括利益累計額合計 60,305 173,385

純資産合計 5,262,726 5,679,690

負債純資産合計 36,092,595 36,556,442
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 8,401,927 8,012,857

売上原価 5,892,596 5,806,851

売上総利益 2,509,330 2,206,006

販売費及び一般管理費 1,476,180 1,454,958

営業利益 1,033,150 751,047

営業外収益

受取利息 26,620 10,538

受取配当金 65,636 97,610

前受金月掛中断収入 36,462 36,409

不動産賃貸収入 15,838 15,453

投資有価証券売却益 2,709 64,752

その他 43,433 37,425

営業外収益合計 190,701 262,190

営業外費用

不動産賃貸費用 8,176 8,184

前受金復活損失引当金繰入額 11,876 29,631

投資有価証券売却損 - 113,897

その他 1,033 4,853

営業外費用合計 21,086 156,566

経常利益 1,202,764 856,671

特別利益

固定資産売却益 361 -

特別利益合計 361 -

特別損失

固定資産除売却損 39,620 14,740

80周年記念行事費用 43,182 -

その他 - 875

特別損失合計 82,802 15,615

税金等調整前四半期純利益 1,120,323 841,055

法人税、住民税及び事業税 111,647 274,016

法人税等調整額 345,330 36,244

法人税等合計 456,977 310,261

少数株主損益調整前四半期純利益 663,345 530,794

四半期純利益 663,345 530,794
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 663,345 530,794

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42,047 113,080

その他の包括利益合計 △42,047 113,080

四半期包括利益 621,297 643,874

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 621,297 643,874
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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３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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 2,023,237 5,801,818 7,825,055 576,871 8,401,927 ― 8,401,927

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

73,769 2 73,771 16,648 90,420 △90,420 ―

計 2,097,006 5,801,820 7,898,826 593,520 8,492,347 △90,420 8,401,927

セグメント利益
又は損失（△）

△37,528 1,632,282 1,594,754 132,959 1,727,714 △694,563 1,033,150

(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 セグメント利益又は損失（△）の調整額△694,563千円には、セグメント間取引消去38,022千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△732,586千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３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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 1,849,380 5,587,135 7,436,515 576,341 8,012,857 ― 8,012,857

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

77,468 ― 77,468 14,945 92,413 △92,413 ―

計 1,926,848 5,587,135 7,513,984 591,287 8,105,271 △92,413 8,012,857

セグメント利益
又は損失（△）

△155,036 1,502,038 1,347,002 126,116 1,473,118 △722,071 751,047

(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 セグメント利益又は損失（△）の調整額△722,071千円には、セグメント間取引消去36,674千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△758,745千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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