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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第２四半期 5,178 9.6 6 ― 63 ― 1 ―
2021年３月期第２四半期 4,724 △17.6 △312 ― △268 ― △372 ―

(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 5,014百万円( ―％) 2021年３月期第２四半期 △366百万円( ―％)
　

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

2022年３月期第２四半期 0.17 ―

2021年３月期第２四半期 △60.82 ―
　

　

（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 ％

2022年３月期第２四半期 34,870 4,609 13.2
2021年３月期 34,925 4,720 13.5

(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 4,608百万円 2021年３月期 4,719百万円
　

　

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

2021年３月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00

2022年３月期 ― 16.00

2022年３月期(予想) ― 16.00 32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 11,000 6.6 350 551.0 420 71.4 190 40.4 31.02
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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
　

(注)詳細は、添付資料P.10「２.四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会
計方針の変更）」をご覧ください。

　

（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) 2022年３月期２Ｑ 6,820,000株 2021年３月期 6,820,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 696,844株 2021年３月期 696,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 6,123,156株 2021年３月期２Ｑ 6,123,156株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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。
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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のわが国経済は、前年度から引き続き新型コロナウイルス感染症の蔓延により、依然と

して企業収益および個人消費は停滞しており、９月に入り新規陽性者数は減少傾向にあるものの、経済状況は不透明

な状態が続いております。主要事業において、飲食を伴うご宴席や集会の機会が制限されているものの、ご葬儀件数

は堅調に増加し、売上高は前年同四半期比9.6％増の5,178百万円、営業利益は６百万円（前年同四半期は312百万円の

営業損失）、経常利益は63百万円(前年同四半期は268百万円の経常損失）となりました。親会社株主に帰属する四半

期純利益は、１百万円（前年同四半期は372百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

各セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

①ホテル事業（ホテル・ブライダル事業）

ホテル事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発令され、

ご婚礼やご宴会の機会が減少し厳しい状況が続きました。感染防止対策を取りながらご婚礼、ご宴会の施行のお

手伝いをさせていただいたこともあり、売上高は前年同四半期比86.1％増の285百万円、営業損失は145百万円

（前年同四半期は252百万円の営業損失）となりました。

②式典事業（葬祭・法要事業）

式典事業では、競合環境の激化、新型コロナウイルス感染症の影響による儀式儀礼の小規模化の流れの中、お

客様からご用命いただけるよう企業基盤を構築していくことが求められております。2021年４月に一般葬、家族

葬対応施設「サン・ライフ小田急相模原駅前ファミリーホール」（神奈川県相模原市南区）を開設しました。

また、お客様とのご相談機会を増やすため、イベント活用、広告による認知度向上策、ご相談体制の強化、人

材教育を強化してまいりました。その結果、ご葬儀件数は増加し、売上高は前年同四半期比5.7％増の3,672百万

円、営業利益は前年同四半期比26.4％増の680百万円となりました。

③介護事業（介護事業・有料老人ホーム事業）

介護事業では、前第２四半期連結累計期間は第１回目の緊急事態宣言の影響によるサービス利用件数の大幅な

減少がありましたが、当第２四半期連結累計期間は感染防止対策を取りながら、介護サービス利用者の増加とサ

ービス品質向上に努めました。その結果、売上高は前年同四半期比5.5％増の972百万円、営業損失は２百万円

（前年同四半期は39百万円の営業損失）となりました。

④その他事業（少額短期保険他）

その他の事業では、各種手数料収入、少額短期保険収入やハウスクリーニング事業の増加等があり、売上高は

前年同四半期比41.3％増の247百万円、営業損失は０百万円（前年同四半期は０百万円の営業損失）となりまし

た。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ55百万円減少し、34,870百万円とな

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1,042百万円、土地及び建物等の取得による有

形固定資産の増加33百万円、のれんの減少等による無形固定資産の減少99百万円、投資有価証券及び供託金の

増加等による投資その他の資産の増加1,053百万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55百万円増加し、30,260百万円とな

りました。これは、買掛金及び未払法人税等の減少があった一方、その他流動負債の増加等による流動負債の

増加98百万円、前払式特定取引前受金及び引当金の減少等による固定負債の減少42百万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111百万円減少し、4,609百万円と

なりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益１百万円の計上と配当金の支払97百万円、収益認識

会計基準等の適用により利益剰余金の期首残高が18百万円減少したことにより、利益剰余金が114百万円減少し

たこと等によるものです。

（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、実績及び最近の業績動向等を踏まえ、2021年５月10日の「2021年３月期 決算短

信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,899,646 7,784,141

売掛金 562,649 609,290

有価証券 212 215

商品 38,211 34,857

原材料及び貯蔵品 55,104 56,981

預け金 552,901 557,343

その他 328,441 351,893

貸倒引当金 △147 △338

流動資産合計 10,437,018 9,394,384

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,560,085 6,737,498

土地 8,194,384 8,309,276

その他（純額） 662,936 404,306

有形固定資産合計 15,417,405 15,451,081

無形固定資産

のれん 1,432,085 1,345,588

その他 227,534 214,551

無形固定資産合計 1,659,619 1,560,140

投資その他の資産

投資有価証券 2,456,190 3,465,083

供託金 1,123,465 1,178,465

その他 3,864,440 3,853,944

貸倒引当金 △33,055 △33,055

投資その他の資産合計 7,411,040 8,464,438

固定資産合計 24,488,066 25,475,660

資産合計 34,925,085 34,870,045

負債の部

流動負債

買掛金 414,531 367,649

未払金 223,828 221,499

未払法人税等 109,402 91,640

引当金 156,336 164,590

その他 799,594 957,269

流動負債合計 1,703,693 1,802,649

固定負債

前払式特定取引前受金 26,787,973 26,744,792

引当金 49,587 -

退職給付に係る負債 157,956 160,539

その他 1,505,631 1,552,832

固定負債合計 28,501,149 28,458,165

負債合計 30,204,843 30,260,814
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 761,914 761,914

利益剰余金 4,494,549 4,379,589

自己株式 △685,696 △685,696

株主資本合計 4,670,767 4,555,807

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 48,331 52,272

その他の包括利益累計額合計 48,331 52,272

非支配株主持分 1,142 1,150

純資産合計 4,720,241 4,609,230

負債純資産合計 34,925,085 34,870,045
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 4,724,639 5,178,604

売上原価 4,001,357 4,124,763

売上総利益 723,281 1,053,840

販売費及び一般管理費 1,035,408 1,047,794

営業利益又は営業損失（△） △312,127 6,045

営業外収益

受取利息 6,523 7,798

受取配当金 10,383 6,002

前受金月掛中断収入 13,985 -

不動産賃貸収入 11,120 10,323

助成金収入 12,330 22,076

その他 15,161 15,892

営業外収益合計 69,504 62,093

営業外費用

不動産賃貸費用 4,335 3,672

前受金復活損失引当金繰入額 21,028 -

その他 618 1,219

営業外費用合計 25,982 4,892

経常利益又は経常損失（△） △268,605 63,247

特別利益

固定資産売却益 - 19,999

受取保険金 3,944 2,200

移転補償金 15,100 -

特別利益合計 19,044 22,199

特別損失

固定資産除売却損 19,699 10,631

特別損失合計 19,699 10,631

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△269,260 74,815

法人税、住民税及び事業税 106,111 83,280

法人税等調整額 △2,941 △9,538

法人税等合計 103,170 73,742

四半期純利益又は四半期純損失（△） △372,430 1,073

非支配株主に帰属する四半期純利益 14 7

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△372,445 1,065
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △372,430 1,073

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,554 3,940

その他の包括利益合計 5,554 3,940

四半期包括利益 △366,876 5,014

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △366,890 5,006

非支配株主に係る四半期包括利益 14 7
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△269,260 74,815

減価償却費 283,536 285,630

のれん償却額 86,028 86,496

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,557 2,583

貸倒引当金の増減額（△は減少） △483 191

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,080 8,254

受取利息及び受取配当金 △16,906 △13,800

受取保険金 △3,944 △2,200

有形固定資産除売却損益（△は益） 19,699 △9,368

移転補償金 △15,100 -

助成金収入 △12,330 △22,076

売上債権の増減額（△は増加） 51,606 △46,641

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,252 1,476

仕入債務の増減額（△は減少） △130,908 △46,882

未払金の増減額（△は減少） △77,850 6,023

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) 31,178 △43,180

その他の流動資産の増減額（△は増加） △50,431 △36,684

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,693 △20,626

その他 6,271 11,679

小計 △90,975 235,689

利息及び配当金の受取額 12,865 15,250

保険金の受取額 22,060 2,200

移転補償金の受取額 15,100 -

助成金の受取額 12,330 22,076

法人税等の支払額 △204,032 △100,427

法人税等の還付額 30,040 27,490

営業活動によるキャッシュ・フロー △202,610 202,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △587,377 △345,424

有形及び無形固定資産の売却による収入 - 43,512

投資有価証券の取得による支出 - △1,002,940

供託金の預入による支出 △7,000 △55,000

定期預金の預入による支出 - △150,000

貸付けによる支出 △130 △6,810

貸付金の回収による収入 2,677 2,370

その他 △17,386 △2,693

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,216 △1,516,985
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △98,049 △97,751

短期借入金の増減額(△は減少） - 150,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,049 52,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 505 1,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △909,371 △1,261,061

現金及び現金同等物の期首残高 9,571,610 8,992,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,662,239 7,731,157
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従

来は有料老人ホームの入居一時金の一部に関して、入居時に収益を認識しておりましたが、合理的に算定した想

定居住期間にわたり収益を認識することとしております。また、一部の連結子会社が取扱いをしている前払式特

定取引前受金に関して、従来は一定期間経過後収益に計上するとともに、将来の復活に備えるため、過去の実績

に基づく復活見込額を前受金復活損失引当金として計上しておりましたが、互助会会員の利用見込みが極めて低

くなったと判断される時に収益に計上する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書き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より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、利益剰余金の当期首残高は18,055千円減少しております。なお、当第２四半期連結累計期間の損益

に与える影響は軽微であります。

　

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、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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（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 2020年４月１日 至 2020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 介護事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 153,585 3,473,773 921,852 4,549,211 175,428 4,724,639 ― 4,724,639

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

70,343 1,341 350 72,034 16,988 89,023 △89,023 ―

計 223,928 3,475,115 922,202 4,621,246 192,417 4,813,663 △89,023 4,724,639

セグメント利益又は
損失(△)

△252,785 538,187 △39,335 246,066 △938 245,128 △557,255 △312,127

(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、ファイナンシャル・サポート・サ

ービス、少額短期保険業、清掃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△557,255千円には、セグメント間取引消去24,804千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△582,059千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 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失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 2021年４月１日 至 2021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 介護事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 285,772 3,672,182 972,781 4,930,736 247,867 5,178,604 ― 5,178,604

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

38,080 14,600 347 53,028 16,986 70,014 △70,014 ―

計 323,853 3,686,783 973,128 4,983,765 264,853 5,248,618 △70,014 5,178,604

セグメント利益又は
損失(△)

△145,425 680,530 △2,484 532,620 △125 532,495 △526,449 6,045

(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、ファイナンシャル・サポート・サ

ービス、少額短期保険業、清掃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△526,449千円には、セグメント間取引消去26,329千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△552,779千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 セグメント利益又は損失（△）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。

　


