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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期
第１四半期
累計期間

第48期
第１四半期
累計期間

第47期

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成25年
３月31日

売上高（千円） 719,312 909,8433,949,832

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△99,419 57,058 393,120

四半期(当期)純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
△69,380 19,622 217,892

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 1,306,8421,306,8421,306,842

発行済株式総数（株） 13,741,01413,741,01413,741,014

純資産額（千円） 3,448,8603,655,2763,728,306

総資産額（千円） 9,963,65010,707,69410,424,378

１株当たり四半期(当期)純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金

額（△）（円）

△5.45 1.57 17.28

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 7.5

自己資本比率（％） 34.6 34.1 35.8

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第47期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。第48期第１四半期累計期間及び第47期の潜在株式調整後１株当たり四

半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．「持分法を適用した場合の投資利益」については、子会社及び関連会社がないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（１）業績の状況　  

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の成長鈍化等のリスクが存在する中、米国経済の復調やデフ

レ脱却に向けた経済政策への期待感から円安・株高が進むと共に輸出関連企業を中心に収益が改善する等、景況感

は良好に推移しました。しかしながら、足元の個人消費については、一部の嗜好品に持ち直し感はあるものの、消費

者の節約志向は依然根強いものがあり、明確な改善までには至っておりません。

　当社が属する供養産業におきましても、死亡者が年々増加しているにもかかわらず、霊園事業においては、購買意

欲の減退に並行し霊園への来園顧客数は減少傾向にあります。この流れに対応すべく当社は、屋外墓地から供養の

全てをパックした堂内陵墓事業へ比重の転換を図っており、当社売上及び利益に貢献しております。

　一方、葬儀業界では、葬儀の小規模・地味化傾向が一層顕著となると共に価格競争が激化し顧客単価下落という厳

しい環境にあるものの、家族葬を中心としたラステル葬が顧客からの支持を受け、葬儀売上に貢献した結果、当社の

売上は前年同期に比べ増加いたしました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間における業績は、売上高９億９百万円（前年同四半期比26.5％増）、営業利益

８千５百万円（前年同四半期営業損失８千６百万円）、経常利益５千７百万円（前年同四半期経常損失９千９百万

円）、四半期純利益１千９百万円（前年同四半期純損失６千９百万円）となりました。

　

◆セグメントの状況

＜霊園事業＞

　従来式の屋外墓地につきましては、比較的高価格となる墓地の買い控え及び小規模区画墓地傾向が続く環境下、一

つのお墓に多数のお骨を収める共有墓の募集等を進めましたが、売上高は２億５千１百万円（前年同四半期比

22.0％減）となりました。

＜堂内陵墓事業＞

　堂内陵墓第四号「覚王山陵苑（名古屋市千種区）」は、当第１四半期で完売となりました。第五号「両国陵苑(東

京都墨田区)」は、顧客の価値観を超える重厚な施設と立地が好感を呼んでおり、当初の計画通り順調な販売実績を

上げております。売上高は３億３千万円（前年同四半期比130.9％増）となりました。

＜葬祭事業＞

　葬儀の地味化傾向が一層顕著となり、施行単価は下落しております。当社は、従来の葬儀の流れである、葬儀社主導

の施行形態を変革することを目的として、家族葬・直葬施設を併設した独自のブランド、ご遺体安置施設「ラステ

ル(ラストホテル)」を運営しております。第一号「ラステル久保山(横浜市西区)」及び第二号「ラステル新横浜

(横浜市港北区)」は、葬儀の小規模化を望む現代の顧客ニーズに合致しており、施行件数は順調に推移しておりま

す。当社独自のビジネスモデル「ラステル」は今後の葬儀部門の売上に貢献してくると確信しております。売上高

は３億２千８百万円（前年同四半期比29.2％増）となりました。 
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（２）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における資産合計は、107億７百万円となり、前事業年度末に比べ２億８千３百万円増加

いたしました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ、４億４千万円増加し、39億３千３百万円となりました。その主な要因は、現金及

び預金５億７千３百万円の増加、売掛金７千６百万円及び完成工事未収入金３千６百万円の減少によるものです。

　固定資産は、前事業年度末に比べ、１億５千７百万円減少し、67億７千４百万円となりました。その主な要因は、長

期未収入金１億５千３百万円の減少によるものです。

　流動負債は、前事業年度末に比べ、５千８百万円増加し、33億４百万円となりました。その主な要因は、短期借入金

８千１百万円、未成工事受入金４千８百万円及び１年内償還社債５千２百万円の増加、未払法人税１億２千８百万

円の減少によるものです。

　固定負債は、前事業年度末に比べ、２億９千７百万円増加し、37億４千８百万円となりました。その主な要因は、社

債３億１千万円の増加、長期借入金３千３百万円の減少によるものです。

　純資産は、前事業年度末に比べ、７千３百万円減少し、36億５千５百万円となりました。その主な要因は、利益剰余

金７千４百万円の減少によるものです。　

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 13,741,014 13,741,014

東京証券取引所　

ＪＡＳＤＡＱ市場

（スタンダード）　

単元株式数

1,000株　

計 13,741,014 13,741,014 － －

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。　　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成25年４月１日～

平成25年６月30日　
－ 13,741,014 － 1,306,842 － 958,082

（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

  当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　1,242,000 　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,480,000          12,480 －

単元未満株式 普通株式　　 19,014 －
１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 13,741,014 － －

総株主の議決権 － 12,480 －

 

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱ニチリョク
東京都杉並区上井

草一丁目33番５号
1,242,000 － 1,242,000 9.04

計 － 1,242,000 － 1,242,000 9.04

　

　

　

２【役員の状況】

  該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,311,963 2,885,901

完成工事未収入金 51,978 15,438

売掛金 186,254 109,927

永代使用権 491,652 462,888

未成工事支出金 285,291 296,021

原材料及び貯蔵品 64,650 78,034

その他 101,004 85,480

貸倒引当金 △13 △6

流動資産合計 3,492,781 3,933,684

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,171,671 1,135,894

土地 1,535,523 1,535,523

その他（純額） 33,743 31,432

有形固定資産合計 2,740,939 2,702,850

無形固定資産 47,949 61,414

投資その他の資産

長期貸付金 183,604 181,524

霊園開発協力金 ※1
 1,508,520

※1
 1,559,548

その他 2,486,518 2,303,692

貸倒引当金 △35,935 △35,020

投資その他の資産合計 4,142,708 4,009,745

固定資産合計 6,931,597 6,774,010

資産合計 10,424,378 10,707,694

負債の部

流動負債

買掛金 68,249 46,428

短期借入金 424,408 506,208

1年内返済予定の長期借入金 1,640,655 1,663,295

1年内償還予定の社債 360,000 412,000

未払法人税等 132,277 4,009

賞与引当金 46,400 12,700

その他 573,675 659,763

流動負債合計 3,245,666 3,304,405

固定負債

社債 440,000 750,000

長期借入金 2,614,390 2,581,204

退職給付引当金 240,112 241,316

役員退職慰労引当金 155,603 160,079

その他 300 15,412

固定負債合計 3,450,406 3,748,013

負債合計 6,696,072 7,052,418
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,306,842 1,306,842

資本剰余金 958,082 958,082

利益剰余金 1,699,858 1,625,739

自己株式 △227,425 △227,529

株主資本合計 3,737,357 3,663,134

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,719 5,097

繰延ヘッジ損益 △15,770 △12,956

評価・換算差額等合計 △9,051 △7,858

純資産合計 3,728,306 3,655,276

負債純資産合計 10,424,378 10,707,694
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 719,312 909,843

売上原価 249,003 252,194

売上総利益 470,309 657,648

販売費及び一般管理費 556,396 572,435

営業利益又は営業損失（△） △86,087 85,213

営業外収益

受取利息 2,019 1,052

受取配当金 5,644 7,444

その他 14,765 4,625

営業外収益合計 22,429 13,122

営業外費用

支払利息 28,647 27,840

社債発行費 3,697 11,291

その他 3,416 2,145

営業外費用合計 35,760 41,277

経常利益又は経常損失（△） △99,419 57,058

特別損失

固定資産除却損 5,273 15,612

特別損失合計 5,273 15,612

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △104,692 41,445

法人税、住民税及び事業税 2,089 2,312

法人税等調整額 △37,401 19,510

法人税等合計 △35,311 21,822

四半期純利益又は四半期純損失（△） △69,380 19,622
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【注記事項】

（会計方針の変更）

     　該当事項はありません。　

　

（四半期貸借対照表関係）

※１

前事業年度（平成25年３月31日）

　霊園開発評価損失引当金429,959千円を差し引いて計上しております。

　

当第１四半期会計期間（平成25年６月30日）

　霊園開発評価損失引当金429,959千円を差し引いて計上しております。

　

　２　保証債務 

　次の法人の借入債務に対して、債務保証を行っております。

債務保証　

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

宗教法人大徳院（三菱ＵＦＪリース㈱から

の割賦債務に対する保証）　　

724,263千円 686,802千円

宗教法人大徳院（ＪＡ三井リース㈱からの

割賦債務に対する保証）　　

271,056 257,036

宗教法人大徳院（オリックス㈱からの割賦

債務に対する保証）　　

238,530 226,192

宗教法人大徳院（リコーリース㈱からの割

賦債務に対する保証）　　

238,530 226,192

宗教法人大徳院（東銀リース㈱からの割賦

債務に対する保証）　　

173,476 164,503

宗教法人大徳院（三菱電機クレジット㈱か

らの割賦債務に対する保証）　　

162,634 154,222

宗教法人大徳院（昭和リース㈱からの割賦

債務に対する保証）　　

162,634 154,222

宗教法人大徳院（㈱日本シューターからの

割賦債務に対する保証）　　

86,738 82,251

宗教法人大徳院（興銀リース㈱からの割賦

債務に対する保証）　　

86,738 82,251

宗教法人大徳院（ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱からの割賦債務に対する保

証）　　

54,211 51,407

計 2,198,813 2,085,081

　　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係

る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 38,854千円 25,395千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月25日

定時株主総会
普通株式 95,886 7.5平成24年３月31日平成24年６月26日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月24日

定時株主総会
普通株式 93,741 7.5平成25年３月31日平成25年６月25日利益剰余金

　

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

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

調整額
（注）１

四半期損益計
算書計上額
（注）２　

霊園事業
堂内陵墓事
業

葬祭事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 321,868143,032254,411719,312 － 719,312

セグメント利益又は損失(△) 36,67066,608△20,05283,226△169,313△86,087

（注）１．セグメント利益の調整額△169,313千円には、各報告セグメントに配賦していない全社費用を計上してお

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。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

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

調整額
（注）１

四半期損益計
算書計上額
（注）２　

霊園事業
堂内陵墓事
業

葬祭事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 251,008330,209328,625909,843 － 909,843

セグメント利益 9,802215,55321,756247,112△161,89985,213

（注）１．セグメント利益の調整額△161,899千円には、各報告セグメントに配賦していない全社費用を計上してお

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。

２．セグメント利益は、四半期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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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益又は純損失(△)金額 △5円45銭 1円57銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は純損失(△)金額（千円） △69,380 19,622

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失(△)金

額（千円）
△69,380 19,622

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,734 12,498

　（注）第47期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

　　　　であるため記載しておりません。第48期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益

　　　　金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　      該当事項はありません。　

 

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月９日

株式会社ニチリョク

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 関谷　靖夫　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野田　裕一　　　印

　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニチリョ
クの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第48期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成
25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す
なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半
期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニチリョクの平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
かった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。　　　

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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