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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 5,304 5.2 402 16.1 457 4.0 281 2.6

27年３月期第２四半期 5,043 △5.1 346 △31.2 439 △27.6 274 △17.5
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 206百万円(△30.1％) 27年３月期第２四半期 295百万円( 12.9％)
　

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

28年３月期第２四半期 43.39 ―

27年３月期第２四半期 42.29 ―
　

　

（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 ％

28年３月期第２四半期 36,322 5,942 16.3

27年３月期 36,397 5,827 16.0
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 5,937百万円 27年３月期 5,827百万円
　

　

　

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

27年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

28年３月期 ― 15.00

28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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 11,300 3.4 1,380 16.2 1,580 17.3 850 22.1 131.10
(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 ： 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 ： 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) 28年３月期２Ｑ 6,820,000株 27年３月期 6,820,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 336,844株 27年３月期 336,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 6,483,156株 27年３月期２Ｑ 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２四半期連結累計期間売上高は前年同四半期比5.2％増の5,304百万円となりました。

ホテル事業では、前期より推進している接客時のおもてなしサービス体制の強化、ＷＥＢ等による積極的な広

告・営業活動の結果、ご婚礼施行組数が増加し、売上高は前年同四半期比13.3％増の1,203百万円となりました。

式典事業は、新斎場の「湘南大磯ホール」、及び「八王子滝山ファミリーホール」の順調な稼働と定期的なご葬儀

勉強会、及び生前相談会等の開催によりお客様とのコミュニケーションを深める活動を推進した結果、ご葬儀件数

は増加しました。一方でご葬儀の小規模化に伴うご葬儀１件あたりの売上高の減少の環境の下、アフターフォロー

を含めたご葬儀周辺領域の営業活動に努めた結果、売上高は前年同期比2.7％増の3,704百万円となりました。

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、

サービス品質向上活動などを深めてまいりました。当第２四半期連結累計期間においては、介護サービス利用者の

増加、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6.2％増の396百万円となりました。

営業費用は、ホテル事業の売上増に伴う仕入の増加等により、前年同四半期比4.4％増の4,902百万円となりまし

た。

これらの結果、営業利益は前年同期比16.1％増の402百万円、経常利益は前年同期比4.0％増の457百万円、親会社

株主に帰属する四半期純利益は前年同期比2.6％増の281百万円となりました。

（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２四半期連結会計期間末の総資産は36,322百万円となりました。

（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75百万円減少し、36,322百万円となりました。

これは、有価証券の取得による流動資産の増加458百万円があった一方、減価償却費の計上等による有形固定資産

の減少108百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少122百万円並びに時価下落による投資有価証券の減

少及び供託金の返還等による投資その他の資産の減少303百万円があっ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189百万円減少し、30,379百万円となり

ました。これは、未払金及びその他流動負債の減少等による流動負債の減少57百万円、前払式特定取引前受金及

びその他固定負債の減少等による固定負債の減少131百万円があったことによるものです。

（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114百万円増加し、5,942百万円とな

りました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益281百万円の計上と配当金の支払97百万円の結果、利益剰

余金が184百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金の減少74百万円があったこと及び非支配株主持分の増

加５百万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

通期連結業績予想につきましては、平成27年５月８日の「平成27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

　(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による

差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に

変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処

理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反

映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分

への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,260,925 11,936,028

売掛金 386,171 392,916

有価証券 1,693,718 2,374,486

商品 52,509 41,341

原材料及び貯蔵品 67,947 78,478

その他 253,223 349,901

貸倒引当金 △2,222 △2,152

流動資産合計 14,712,275 15,171,001

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,320,879 6,148,757

土地 8,192,568 8,192,568

その他（純額） 430,574 494,056

有形固定資産合計 14,944,021 14,835,381

無形固定資産

のれん 669,202 551,609

その他 393,729 389,280

無形固定資産合計 1,062,931 940,890

投資その他の資産

供託金 667,965 569,465

その他 5,054,573 4,852,763

貸倒引当金 △44,491 △47,451

投資その他の資産合計 5,678,047 5,374,777

固定資産合計 21,685,001 21,151,049

資産合計 36,397,276 36,322,051

負債の部

流動負債

買掛金 501,618 506,575

未払金 295,146 264,239

未払法人税等 223,329 221,443

引当金 135,900 176,510

その他 921,445 850,695

流動負債合計 2,077,439 2,019,464

固定負債

前払式特定取引前受金 27,470,891 27,435,278

引当金 87,143 80,688

退職給付に係る負債 122,162 120,091

その他 811,656 723,978

固定負債合計 28,491,853 28,360,037

負債合計 30,569,293 30,379,501
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９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 5,150,351 5,334,460

自己株式 △325,466 △325,466

株主資本合計 5,671,617 5,855,727

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 156,364 81,822

その他の包括利益累計額合計 156,364 81,822

非支配株主持分 - 5,000

純資産合計 5,827,982 5,942,549

負債純資産合計 36,397,276 36,322,051
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 5,043,444 5,304,631

売上原価 3,735,621 3,939,378

売上総利益 1,307,823 1,365,253

販売費及び一般管理費 961,388 963,003

営業利益 346,434 402,249

営業外収益

受取利息 8,373 6,202

受取配当金 71,405 55,624

前受金月掛中断収入 25,151 17,715

不動産賃貸収入 10,137 5,852

投資有価証券売却益 64,752 42

その他 20,760 16,685

営業外収益合計 200,581 102,121

営業外費用

不動産賃貸費用 5,521 5,787

前受金復活損失引当金繰入額 17,061 13,702

投資有価証券売却損 81,674 24,198

その他 3,025 3,393

営業外費用合計 107,283 47,081

経常利益 439,732 457,289

特別損失

固定資産除売却損 7,490 4,044

特別損失合計 7,490 4,044

税金等調整前四半期純利益 432,242 453,245

法人税、住民税及び事業税 143,456 214,710

法人税等調整額 14,585 △42,821

法人税等合計 158,041 171,888

四半期純利益 274,200 281,356

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 274,200 281,356
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 274,200 281,356

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21,772 △74,542

その他の包括利益合計 21,772 △74,542

四半期包括利益 295,973 206,814

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 295,973 206,814

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 432,242 453,245

減価償却費 275,080 283,359

のれん償却額 116,961 117,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,239 △2,071

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,814 2,889

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,090 16,110

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) △4,115 △6,455

投資有価証券売却損益（△は益） 16,921 24,155

受取利息及び受取配当金 △79,779 △61,826

有形固定資産除売却損益（△は益） 7,490 4,044

売上債権の増減額（△は増加） 114,677 △6,745

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,037 637

仕入債務の増減額（△は減少） △97,382 4,957

未払金の増減額（△は減少） △132,253 △34,309

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) △59,895 △35,612

保証金の増減額(△は増加) △546 △66,982

破産更生債権等の増減額（△は増加） △4,065 △2,960

その他の流動資産の増減額（△は増加） △59,292 △76,584

その他の流動負債の増減額（△は減少） 101,529 △49,094

その他 4,575 1,752

小計 646,255 566,104

利息及び配当金の受取額 84,335 59,959

法人税等の支払額 △239,815 △214,045

法人税等の還付額 1,287 430

営業活動によるキャッシュ・フロー 492,062 412,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 - 17,607

有形及び無形固定資産の取得による支出 △247,122 △168,507

有形及び無形固定資産の除却による支出 △2,652 △3,630

投資有価証券の取得による支出 △1,645,761 △467,412

投資有価証券の売却による収入 519,391 348,212

投資有価証券の償還による収入 3,625 13,597

供託金の預入による支出 △1,000 △1,500

供託金の返還による収入 - 100,000

貸付けによる支出 △15,187 △76,710

貸付金の回収による収入 12,475 9,855

その他 △69,203 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,445,434 △228,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入 - 5,000

配当金の支払額 △129,474 △96,917

その他 △4,195 △4,876

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,669 △96,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,602 △952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,085,439 86,216

現金及び現金同等物の期首残高 13,608,246 13,372,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,522,806 13,459,003
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（４）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２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９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 1,061,877 3,607,982 4,669,859 373,584 5,043,444 ― 5,043,444

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

51,493 ― 51,493 8,574 60,067 △60,067 ―

計 1,113,371 3,607,982 4,721,353 382,159 5,103,512 △60,067 5,043,444

セグメント利益又は
損失(△)

△205,275 970,294 765,019 79,698 844,717 △498,283 346,434

(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△498,283千円には、セグメント間取引消去23,774千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△522,057千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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９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 1,203,552 3,704,408 4,907,961 396,670 5,304,631 ― 5,304,631

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

84,722 ― 84,722 9,337 94,059 △94,059 ―

計 1,288,274 3,704,408 4,992,683 406,007 5,398,691 △94,059 5,304,631

セグメント利益又は
損失(△)

△109,182 901,021 791,838 82,147 873,986 △471,736 402,249

(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△471,736千円には、セグメント間取引消去31,558千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△503,295千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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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