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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１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済・金融政策を背景に、一部企業の収益改善や賃

金上昇など景気回復の動きが見られました。一方、国内の個人消費については、円安の進行による物価の上昇や消

費税増税後の節約志向の影響から、消費者マインドの回復は遅れており、今後の景気動向については依然として不

透明な状況です。

 宗教用具関連業界におきましては、近年の商品に関する低価格志向・節約志向と、生活様式や価値観の変化によ

る購入商品の小型化・簡素化の傾向の継続などから、厳しい環境で推移しております。

 当社はこのような情勢のなか、仏壇仏具事業に関しては、品揃えの見直しや効率的な販売促進活動を進めてまい

りました。

 墓石事業に関しては、前年度末の受注が低調に推移した影響を大きく受けました。

 寺社関連事業に関しては、屋内墓苑（搬送式納骨堂）の受託販売が順調に推移しました。

 また、新規出店に関しては、５月に１店舗（東京都調布市）出店しました。

 これらの結果、売上高は41億47百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

 また、営業損失は２億71百万円（前年同期は２億78百万円の営業損失）、経常損失は３億５百万円（前年同期は

２億95百万円の経常損失）となり、四半期純損失は２億26百万円（前年同期は２億14百万円の四半期純損失）とな

りました。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ14億21百万円増加して190億36百万円、負債合

計は16億66百万円増加して97億88百万円、純資産は２億45百万円減少して92億48百万円となり、自己資本比率は

48.1％となりました。

 主な内容としては、流動資産は、受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金やお盆商戦に向けての商

品の増加などにより、前事業年度末に比べ11億44百万円増加し、68億16百万円となりました。

 固定資産は、投資その他の資産の営業保証金の増加などにより、前事業年度末に比べ２億76百万円増加し、122

億20百万円となりました。

 流動負債は、買掛金や短期借入金が減少しましたが、１年内返済予定の長期借入金やその他流動負債の増加など

により、前事業年度末に比べ４億71百万円増加し、50億91百万円となりました。

 固定負債は、長期借入金の増加などにより、前事業年度末に比べ11億94百万円増加し、46億97百万円となりまし

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、前事業年度末に比べ２億45百万

円減少し、92億48百万円となりました。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成28年３月期の業績予想につきましては、平成27年５月12日に公表いたしました予想に変更はありません。

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,303,540 1,980,996 

受取手形及び売掛金 669,549 603,095 

商品 3,196,736 3,573,413 

繰延税金資産 67,841 181,289 

その他 436,104 481,241 

貸倒引当金 △2,000 △3,600 

流動資産合計 5,671,771 6,816,436 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 635,153 620,212 

造作（純額） 560,039 603,451 

土地 1,047,213 1,016,554 

リース資産（純額） 57,170 57,792 

その他（純額） 311,022 338,987 

有形固定資産合計 2,610,598 2,636,998 

無形固定資産 162,655 176,916 

投資その他の資産    

投資有価証券 752,882 782,858 

関係会社株式 28,312 28,312 

前払年金費用 57,252 78,064 

繰延税金資産 121,581 94,098 

営業保証金 6,225,733 6,428,209 

差入保証金 1,525,329 1,512,377 

その他 1,422,232 1,466,994 

貸倒引当金 △962,580 △984,279 

投資その他の資産合計 9,170,745 9,406,635 

固定資産合計 11,943,999 12,220,550 

資産合計 17,615,771 19,036,986 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 596,255 559,464 

短期借入金 600,000 450,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,651,198 1,783,163 

リース債務 110,481 113,763 

未払金 427,323 446,288 

未払法人税等 － 30,511 

賞与引当金 153,000 152,000 

その他 1,081,666 1,556,250 

流動負債合計 4,619,925 5,091,441 

固定負債    

長期借入金 2,570,970 3,704,800 

リース債務 229,017 228,991 

退職給付引当金 29,410 30,552 

役員退職慰労引当金 149,601 150,905 

資産除去債務 370,089 373,992 

その他 153,040 207,809 

固定負債合計 3,502,129 4,697,051 

負債合計 8,122,054 9,788,492 

純資産の部    

株主資本    

資本金 4,009,175 4,025,700 

資本剰余金 1,523,679 1,540,204 

利益剰余金 3,797,307 3,503,136 

自己株式 △171,950 △171,950 

株主資本合計 9,158,212 8,897,091 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 230,827 251,375 

評価・換算差額等合計 230,827 251,375 

新株予約権 104,676 100,025 

純資産合計 9,493,716 9,248,493 

負債純資産合計 17,615,771 19,036,986 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 4,135,133 4,147,385 

売上原価 1,491,151 1,515,777 

売上総利益 2,643,981 2,631,607 

販売費及び一般管理費    

販売促進費 393,393 203,439 

貸倒引当金繰入額 500 1,600 

給料及び賞与 974,149 1,018,169 

賞与引当金繰入額 83,500 152,000 

退職給付費用 45,667 45,397 

役員退職慰労引当金繰入額 4,645 1,303 

福利厚生費 266,705 280,951 

賃借料 287,418 287,017 

その他 866,552 912,902 

販売費及び一般管理費合計 2,922,532 2,902,782 

営業損失（△） △278,551 △271,175 

営業外収益    

受取利息 1,640 1,255 

受取配当金 7,847 6,523 

受取家賃 67,389 60,831 

その他 21,301 7,517 

営業外収益合計 98,179 76,128 

営業外費用    

支払利息 17,430 16,188 

賃貸費用 61,893 58,709 

貸倒引当金繰入額 27,560 21,698 

その他 7,930 13,485 

営業外費用合計 114,814 110,082 

経常損失（△） △295,186 △305,128 

特別損失    

投資有価証券評価損 305 － 

特別損失合計 305 － 

税引前四半期純損失（△） △295,492 △305,128 

法人税、住民税及び事業税 15,165 17,000 

法人税等調整額 △96,287 △95,391 

法人税等合計 △81,122 △78,391 

四半期純損失（△） △214,370 △226,737 
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（３）四半期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。
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