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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第3四半期 6,676 ― 871 ― 1,004 ― 546 ―
20年3月期第3四半期 6,797 8.3 1,022 59.7 1,164 55.2 565 48.1

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

21年3月期第3四半期 37.66 ―
20年3月期第3四半期 38.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 26,898 10,294 38.3 713.04
20年3月期 27,172 10,109 37.2 694.28

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,294百万円 20年3月期  10,109百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年3月期 ― 11.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 19.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 9,100 △1.0 1,346 △6.8 1,514 △7.3 829 0.1 57.11

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

〔(注)詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

* 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  14,667,000株 20年3月期  14,667,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  229,530株 20年3月期  105,980株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  14,523,612株 20年3月期第3四半期  14,561,020株



 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国発の世界的な金融危機の深刻化や世界景気の悪

化、株式・為替市場の大幅な変動に端を発した景気の減速感が強まるなか推移いたしました。 
当社が属する業界におきましては、経済産業省「特定サービス産業動態統計速報」（サンプル調査）によ

りますと、結婚式場業の平成20年４月から11月売上高は、144,613百万円（前年同四半期比0.6％増）、組数

は49,439組（前年同四半期比2.5％減）であります。葬儀業の平成20年４月から11月売上高は、319,734百
万円（前年同四半期比2.2％増）、件数は211,155件（前年同四半期比2.2％増）であります。 

 このような環境下におきまして、当社グループは、「真心込めた行動でお客様のお役に立つ」という経営

方針のもと、葬祭ブランドの育成、効率的な設備投資、グループ単位の見直しに努めてまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、冠婚事業では、施行単価は前年同期に比

べ増加、施行組数は微減いたしました。一方、葬祭事業では施行件数、施行単価共に減となった結果、6,676

百万円となりました。また、内製化の注力によるローコストマネージメントに取り組みましたものの、葬

祭事業の新規出店費用が増加した結果、営業利益は 871 百万円、経常利益は 1,004 百万円となり、四半期

純利益は 546 百万円となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①冠婚事業 

当事業では、邸宅型バンケットホールのコンセプトである、オンリーワンの良さを実現する為に、貸切

感を生かしてサービス品質のレベルアップによる感動空間を充実させております。フロントマン訓練強化

に努め、婚礼を中心に据えながら、祝儀関連売上の増進を図るとともに、ローコストオペレーションを推

進するために、担当部門の垣根を越えたマルチジョブ化を強化し続けてまいりました。 

施設面においては、既存店舗内に小規模専用会場を増設いたしました。 

その結果、冠婚施行(挙式のみ・写真のみ・一般宴会及び小規模披露宴を除く)単価は前年同期に比べ増

加、施行組数は減少し、売上高は 693 百万円、営業利益は 108 百万円となりました。 

 

②葬祭事業 

当事業では顧客満足度の向上に努め、①カウンセリングに重点を置き、信頼関係を築いたうえで故人へ

の「想い」を形に変える生前相談の実施、②お客様に選択（チョイス）の機会をご提供し、喪家には葬祭

通夜精進料理、会葬者の皆様には葬祭返礼品をご葬儀当日にお選びいただき、お一人毎のご希望にお応え

するサービスの開始、③お客様にご納得いただける新商品セットプランを導入し、前期から導入いたしま

した受注システムをバージョンアップ、④法事等の葬儀周辺売上の告知強化してまいりました。また、ホ

ームページにて生前相談の強化を行い、より相談しやすいホームページ作りを行ってまいりました。 

施設面では、お客様のニーズにお応えすべく当第２四半期において茅ヶ崎地区の１会館の一部について

リニューアルし、当第３四半期においては平塚地区に他業種店舗コンバート式場「湘和会堂金目」、小田急

線「相模大野」地区に邸宅型貸切葬儀式場では初の２棟タイプの「湘和礼殯館」を新設する一方、秦野地

区の既存店舗 1店舗に小規模葬専門フロアがオープンいたしました。 

しかしながら当事業における業界内の価格競争が激化しております。また、消費者の高齢化の進む中で、

社会的な交際範囲の縮小と伝統的な葬儀式に対する社会意識の変化が、会葬者数の減少となって表れてお

ります。さらには当第３四半期連結累計期間に顕著となった経済情勢悪化の影響もあって、葬祭施行単価、

施行件数共に前年同期に比べ減少し、売上高は 5,338 百万円となりました。また、内製化拡大による経費

改善に取り組みましたものの、新規出店に伴う地代家賃、広告宣伝費等の負担増を吸収するに至らず、営

業利益は 1,329 百万円となりました。 

 

③互助会事業 

当事業では、売上高は 213 百万円となり前年同期に比べて減少となりましたが、人件費の減少及び広告



宣伝費の減少により、営業利益は増加し 87 百万円となりました。 

 

④その他の事業 

 その他の事業では、売上高は 634 百万円でありました。また、営業費用については、主に、訪問介護事

業等におけるフランチャイズ契約の変更に伴い業務委託費、ロイヤリティの減少があったものの、介護事

業の労務費等の増加により、営業利益は 4百万円となりました。 

 なお、各事業の売上高、営業損益は事業間の取引による金額を含んでおります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ 274 百万円減少し、26,898 百万円となりました。

流動資産は同 2,848 百万円の減少、固定資産は同 2,574 百万円の増加となりました。流動資産減少の主な

要因は、前払式特定取引前受金保全方法の変更に伴い、現金及び預金が 2,100 百万円減少し、有価証券が

新規取得 2,857 百万円、償還 4,375 百万円及び投資有価証券からの振替 801 百万円により 716 百万円減少

したことによるものであります。固定資産の増加の主な要因は、湘和礼殯館相模大野、湘和会堂金目の新

規開業に伴う固定資産の取得 291 百万円、投資有価証券の取得 3,303 百万円、１年未満償還予定投資有価

証券 801 百万円を有価証券に振替及び時価評価による減少であります。 

負債につきましては、買掛金、未払法人税等の減少などにより前連結会計年度末と比べ 459 百万円の減

少となりました。純資産は、利益剰余金の増加に伴い、前連結会計年度末と比べ 185 百万円の増加となり

ました。 

 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は、568 百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益

978 百万円、減価償却費 369 百万円の計上、仕入債務の減少 23 百万円、利息及び配当金の受取額 59 百万

円、法人税等の支払額 660 百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

  投資活動の結果使用した資金は、940 百万円となりました。主な内訳は、定期預金の払戻しによる収入

1,577 百万円、供託金の払戻しによる収入 80 百万円、投資有価証券の償還による収入 4,375 百万円、定

期預金の預入による支出 178 百万円、供託金の預入による支出 104 百万円、有形固定資産の取得による

支出 462 百万円、投資有価証券の取得による支出 6,160 百万円、敷金保証金の差し入れによる支出 52 百

万円であります。 

(財務活動によるキヤッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は 329 百万円となりました。内訳は自己株式の取得 55 百万円、配当金の

支払 274 百万円によるものであります。 

これにより、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ 17 百万円減少し、2,614

百万円となりました。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 
当第３四半期連結累計期間における当社の業績は、ローコストマネージメントへの取り組によって堅調

に推移いたしましたが、当社が属する業界におきましては「連結経営成績に関する定性的情報」に記載い

たしましたとおり、ますます同業者間の価格競争が激化するとともに、当第３四半期連結会計期間に顕著

となった経済情勢悪化の影響もあいまって、会葬者数減少に伴う葬祭施行単価減少は当初の想定を越える

ペースで推移しており、第４四半期連結会計期間もこのような状況が続くものと予想されます。以上の状

況を踏まえ、平成 20 年 11 月 10 日に公表いたしました平成 21 年３月期連結通期業績予想(平成 20 年４月

１日～平成 21 年３月 31 日)を以下のとおり修正いたします。 
 
当第３四半期連結会計期間における葬祭事業は、新規出店効果によって葬祭施行件数は前年同連結会計

期間を若干上回って推移いたしました。当第４四半期連結会計期間には新たに１葬祭施設をオープンさせ

る予定であります。当初計画ではこれらの施策と新設店舗の出店効果及び季節変動要因の相乗効果によっ

て第３四半期連結会計期間より売上高伸長を期待しておりましたが、前述のとおり当業界の価格競争の激

化及び経済情勢の悪化に伴う会葬者数減少によって葬祭施行単価は減少しております。当社は当第３四半

期連結会計期間より法事等周辺売上の強化を図り葬祭施行単価の減少に対抗いたしておりますが、施行単

価減少は当初計画を上回るペースで推移しており、これを吸収するまでに至っておりません。このような

傾向は当第４四半期連結会計期間も続くものと思われ、以上の状況を勘案し連結売上高は当初計画の 4.8％

減、457 百万円減少の 9,100 百万円となる見通しであります。 

 連結売上高減少に加え、新規出店を前倒しさせたことによる減価償却費、広告宣伝費、消耗品費等の負

担増が発生いたしますが、引き続きローコストマネージメントに取り組むことによって、連結営業利益は、

当初計画の 8.0％減、117 百万円減少の 1,346 百万円となる見通しであります。 

 営業外損益において有価証券受取利息が当初計画を上回る見込みでありますので、連結経常利益は当初

計画の 5.8％減、93 百万円減少の 1,514 百万円、連結当期純利益は当初計画の 1.4％減、11 百万円減少の

829 百万円となる見通しであります。 

 

（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 9,557 1,463 1,607 840 57円75銭

今回修正予想（Ｂ） 9,100 1,346 1,514 829 57円11銭

増減額（Ｂ－Ａ） △457 △117 △93 △11 ― 

増減率（％） △4.8 △8.0 △5.8 △1.4 ― 

（ご参考）前期実績 
（平成20年３月期） 

9,189 1,444 1,633 828 56円91銭

 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手して

おります情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因に

よって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

 



４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基準第

９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,814,090 4,914,810

売掛金 205,611 205,301

有価証券 4,509,294 5,226,225

商品 66,965 69,331

原材料 56,944 56,073

貯蔵品 14,367 19,525

繰延税金資産 28,538 103,681

供託金 45,000 21,000

その他 132,726 105,840

貸倒引当金 △637 △492

流動資産合計 7,872,901 10,721,295

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,727,602 4,681,978

機械装置及び運搬具（純額） 64,886 67,672

工具、器具及び備品（純額） 163,812 165,782

土地 6,824,636 6,824,636

その他 69,700 53,885

有形固定資産合計 11,850,638 11,793,954

無形固定資産 33,153 39,413

投資その他の資産   

投資有価証券 4,471,687 2,023,459

長期貸付金 49,790 49,790

長期預金 600,000 600,000

繰延税金資産 395,846 388,235

その他 1,634,811 1,567,013

貸倒引当金 △10,290 △10,290

投資その他の資産合計 7,141,846 4,618,208

固定資産合計 19,025,638 16,451,576

資産合計 26,898,539 27,172,871



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 243,504 267,018

未払法人税等 125,893 450,111

役員賞与引当金 12,095 15,802

掛金解約手数料戻し損失引当金 23,512 28,447

その他 587,856 642,543

流動負債合計 992,862 1,403,923

固定負債   

繰延税金負債 54,951 54,096

退職給付引当金 28,261 21,465

役員退職慰労引当金 129,617 130,112

前払式特定取引前受金 15,366,301 15,420,716

その他 32,055 33,162

固定負債合計 15,611,188 15,659,552

負債合計 16,604,051 17,063,475

純資産の部   

株主資本   

資本金 785,518 785,518

資本剰余金 2,838,393 2,838,393

利益剰余金 6,868,874 6,598,101

自己株式 △126,212 △70,402

株主資本合計 10,366,572 10,151,610

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72,084 △42,214

評価・換算差額等合計 △72,084 △42,214

純資産合計 10,294,488 10,109,396

負債純資産合計 26,898,539 27,172,871



(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,676,041

売上原価合計 4,868,655

売上総利益合計 1,807,386

販売費及び一般管理費合計 935,949

営業利益 871,436

営業外収益  

受取利息 59,726

受取配当金 975

掛金解約手数料 36,838

その他 48,488

営業外収益合計 146,030

営業外費用  

供託委託手数料 9,259

掛金解約手数料戻し損失引当金繰入額 1,010

その他 3,079

営業外費用合計 13,348

経常利益 1,004,118

特別利益  

固定資産売却益 501

特別利益合計 501

特別損失  

固定資産除売却損 21,110

投資有価証券評価損 4,801

特別損失合計 25,911

税金等調整前四半期純利益 978,707

法人税、住民税及び事業税 343,091

法人税等調整額 88,677

法人税等合計 431,769

四半期純利益 546,938



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,416,965

売上原価合計 1,704,130

売上総利益合計 712,834

販売費及び一般管理費合計 314,588

営業利益 398,245

営業外収益  

受取利息 12,586

受取配当金 116

掛金解約手数料 11,370

その他 16,127

営業外収益合計 40,200

営業外費用  

供託委託手数料 2,457

掛金解約手数料戻し損失引当金繰入額 1,552

その他 845

営業外費用合計 4,856

経常利益 433,589

特別利益  

固定資産売却益 496

特別利益合計 496

特別損失  

固定資産除売却損 11,793

投資有価証券評価損 4,801

特別損失合計 16,594

税金等調整前四半期純利益 417,492

法人税、住民税及び事業税 121,952

法人税等調整額 60,808

法人税等合計 182,761

四半期純利益 234,730



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 978,707

減価償却費 369,592

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減
少）

△4,934

貸倒引当金の増減額（△は減少） 144

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,707

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,796

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △495

受取利息及び受取配当金 △60,702

投資有価証券評価損益（△は益） 4,801

有形固定資産除売却損益（△は益） 20,609

売上債権の増減額（△は増加） △309

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,652

仕入債務の増減額（△は減少） △23,514

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） △54,414

その他 △69,561

小計 1,169,664

利息及び配当金の受取額 59,712

法人税等の支払額 △660,605

営業活動によるキャッシュ・フロー 568,771

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △178,135

定期預金の払戻による収入 1,577,600

有価証券の増減（△は増加） △34

有形固定資産の取得による支出 △462,524

有形固定資産の売却による収入 3,571

無形固定資産の取得による支出 △1,544

投資有価証券の取得による支出 △6,160,802

投資有価証券の償還による収入 4,375,000

供託金の預入による支出 △104,000

供託金の払戻による収入 80,000

その他の支出 △90,053

その他の収入 20,726

投資活動によるキャッシュ・フロー △940,196

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △274,019

自己株式の取得による支出 △55,809

財務活動によるキャッシュ・フロー △329,829

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △701,254



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 3,315,595

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,614,340



1 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成 20年 4 月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

 
冠婚事業

（千円） 

葬祭事業

（千円） 

互助会 

事業 

（千円） 

その他の 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 693,824 5,338,649 9,129 634,437 6,676,041 － 6,676,041

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 204,492 － 204,492 (204,492) －

計 693,824 5,338,649 213,621 634,437 6,880,533 (204,492) 6,676,041

営業利益（又は営業損失） 108,357 1,329,417 87,541 4,621 1,529,937 (658,501) 871,436

 
 (6) 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。 

 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 第３四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日）

区分  金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  6,797,177 100.0

Ⅱ 売上原価  4,873,067 71.7

売上総利益  1,924,109 28.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  901,932 13.3

営業利益  1,022,177 15.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  15,805 

２．受取配当金  1,134 

３．有価証券利息  44,854 

４．掛金解約手数料  39,096 

５．その他  54,234 

営業外収益合計  155,125 2.3

Ⅴ 営業外費用   

１．供託委託手数料  11,341 

２．その他  1,871 

営業外費用合計  13,213 0.2

経常利益  1,164,089 17.1

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益  440 

２．貸倒引当金戻入益  631 

特別利益合計  1,071 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除売却損  37,723 

２．減損損失  56,683 

３．掛金解約手数料戻し損失 
引当金繰入額 

 32,199 

４．投資有価証券評価損  19,035 

５．前期損益修正損  3,980 

特別損失合計  149,621 2.2

税金等調整前四半期純利
益 

 1,015,538 14.9

法人税、住民税及び事業税  420,810 6.2

法人税、住民税及び事業税
還付額 

 △4,028 △0.1

法人税等調整額  32,827 0.5

四半期純利益  565,928 8.3

    



(2) 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日）

区分  金額（千円） 

Ⅰ 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 1,015,538 

減価償却費 368,494 

減損損失 56,683 

掛金解約手数料戻し損失引当金の

増減（減少：△） 
32,199 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △631 

役員賞与引当金の増減額（減少：△） 5,086 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 9,144 

役員退職慰労引当金の増減額（減

少：△） 
△3,600 

受取利息及び受取配当金、有価証券

利息 
△61,794 

有形固定資産除売却損益 37,283 

投資有価証券評価損 19,035 

売上債権の増減額（増加：△） △8,170 

たな卸資産の増減額（増加：△） △22,872 

仕入債務の増減額（減少：△） 2,300 

前払式特定取引前受金の増減額 

（減少：△） 
△41,156 

その他 △12,091 

小計 1,395,449 

利息及び配当金の受取額 47,024 

法人税等の支払額 △596,715 

法人税等の還付額 4,028 

営業活動によるキャッシュ・フロー 849,786 

 



 

 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日）

区分  金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △3,087,720 

定期預金の払戻による収入 1,582,980 

有価証券の増減（増加：△） △499,746 

有形固定資産の取得による支出 △322,322 

有形固定資産の売却による収入 6,186 

無形固定資産の取得による支出 △5,250 

投資有価証券の取得による支出 △5,884,044 

投資有価証券の償還による収入 1,100,000 

供託金の預入による支出 △380,000 

供託金の払戻による収入 5,205,000 

敷金保証金の差入による支出 △30,451 

その他投資による支出 △30,656 

その他投資の回収による収入 19,980 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,326,044 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △202,335 

財務活動によるキャッシュ・フロー △202,335 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額 

（△減少額） 
△1,678,593 

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 4,310,323 

Ⅶ  現金及び現金同等物の四半期末残高  2,631,729 

  

 



(3) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 
前第３四半期連結累計期間（自 平成 19年 4 月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 
冠婚事業

（千円） 

葬祭事業

（千円） 

互助会 

事業 

（千円） 

その他の 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 779,326 5,369,984 10,781 637,085 6,797,177 － 6,797,177

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 209,657 － 209,657 (209,657) －

計 779,326 5,369,984 220,438 637,085 7,006,834 (209,657) 6,797,177

営業費用 666,972 3,907,351 137,036 633,333 5,344,693 430,306 5,775,000

営業利益（又は営業損失） 112,353 1,462,632 83,402 3,752 1,662,141 (639,964) 1,022,177

 




