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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 8,949 △2.6 1,245 △13.8 1,420 △13.0 791 △4.4
20年3月期 9,189 7.7 1,444 45.8 1,633 43.1 828 46.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 54.66 ― 7.7 5.2 13.9
20年3月期 56.91 ― 8.4 6.1 15.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 27,223 10,475 38.5 731.63
20年3月期 27,172 10,109 37.2 694.28

（参考） 自己資本   21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,097 △1,082 △386 2,943
20年3月期 1,463 △2,254 △203 3,315

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 218 26.4 2.2
21年3月期 ― 11.00 ― 8.00 19.00 274 34.8 2.7
22年3月期 

（予想） ― 8.00 ― 8.00 16.00 28.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

4,344 2.0 439 △7.1 484 △15.1 267 △14.4 18.45

通期 9,321 4.2 1,321 6.0 1,431 0.7 820 3.6 56.64
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  349,130株 20年3月期  105,980株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 8,003 △3.0 1,098 △15.6 1,199 △14.8 711 △8.9
20年3月期 8,254 7.6 1,301 39.9 1,408 35.8 780 39.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 49.12 ―
20年3月期 53.63 ―

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 18,080 9,932 54.9 693.69
20年3月期 18,110 9,650 53.3 662.77

（参考） 自己資本 21年3月期  9,932百万円 20年3月期  9,650百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成22年３月期の業績予想(平成21年４月１日～平成22年３月31日)の予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通しに基づく予測が含まれて
おります。実際の業績は、様々な不確定要因により記載の予想値と異なる可能性があります。 

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

第2四半期 
累計期間

3,900 3.0 386 △11.1 477 △13.6 305 △13.2 21.05

通期 8,419 5.2 1,139 3.8 1,225 2.2 700 △1.6 48.32
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１．経営成績 
 
(1) 経営成績に関する分析 
 

(a) 当期の経営成績 
当連結会計年度の我が国経済は、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が企業部門の収益を圧迫するとともに、雇用情勢の悪化などにより、急激な

景気後退が本格化し企業・家計の両面で一段と低調に推移しました。 

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年売上高は、206,262百万円、組数は70,527組であります。      
また、葬儀業の平成20年売上高は、499,885百万円、件数は331,760件であります。 
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。 
当連結会計年度の業績は、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、施行組数は減少いたしました。一方、葬祭事業では施行件数、施行単価共に減少となった結果、

8,949百万円となりました。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1,245百万円、経常利益は1,420百万

円となり、当期純利益は791百万円となりました。 
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)単価は前年度に比

べ増加、施行組数は減少し、売上高は891百万円、営業利益は146百万円となりました。 
 

② 葬祭事業 

当事業では、顧客満足度の向上に努め、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を継続強化してまいりました。 
施行面では、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を

開始し、あわせてお客様にご納得いただける新商品セットプランを導入いたしました。また、当第

３四半期より法事等の葬儀周辺売上の告知強化をしてまいりました。 
IT面では、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いたしました。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し、当第４四半期におい

ては鎌倉地区に邸宅型貸切葬儀式場「湘和礼殯館 由比ガ浜」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は激化しており、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３四半期以降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、施行件数共に前年度に比べ減少いたしました。 
当社は当第３四半期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ましたが、

施行単価減少は当初計画を上回るペースで推移し、これを吸収するに至らず売上高は7,208百万円と

なり、営業利益は新規出店による減価償却費、広告宣伝費、消耗品費等の負担増の影響により1,815
百万円となりました。 

 

③ 互助会事業 
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当事業では、売上高は284百万円となり前年度に比べて減少となりました。広告宣伝費等営業費

用の改善に努めましたものの、営業利益は前年度に比べて減少し120百万円となりました。 
 

④ その他の事業 

当事業では、売上高は838百万円でありました。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12百万円となりました。 
 

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。 

 

(b) 次期の見通し 

日本経済の景気は、世界的な金融危機や景気減速の影響を受け、輸出の悪化やそれに伴う減産等、

厳しい状況が今後も続くものと予想されます。また、雇用や所得環境の悪化による生活防衛の高ま

りが消費者の心理に大きく影響し、個人消費は当面低迷を余儀なくされるものと見られます。 

当社が属する業界におきましては、「当期の経営成績」に記載いたしましたとおり、業界内の価

格競争は激化しており、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による会葬者数減少、さらには経済情勢悪化の影響もあって葬祭施行単価は

減少しております。 

このような環境のもと、当社は①法事をはじめとする周辺売上の強化、②新商品・新サービスの

商品化、③葬祭施設の計画的出店による営業拠点の拡大・強化、④地域営業体制の強化と活動管理

システムの活用による生前相談数増加、⑤広告媒体のＩＴ化推進を通じたユーザーとの双方向コミ

ュニケーション確立、⑥コスト改善による利益率維持向上、⑦施設単位の安定黒字化、⑧施行単位

の効率性向上等に取り組んでまいります。 
平成22年３月期通期の連結業績見通しにつきましては以上の経済情勢、業界環境及び当社の施策

を踏まえ、当連結会計年度にオープンした新葬祭店舗３店が通年稼動すること等を勘案して、売上
高9,321百万円、営業利益1,321百万円、経常利益1,431百万円、当期純利益820百万円を予想してお
ります。 

 
(2) 財政状態に関する分析 
 

当連結会計年度末の総資産は、長期前払式特定取引前受金の保全方法の変更による投資有価証券
の取得等により前連結会計年度末比50,410千円増加の27,223,282千円となりました。 

当連結会計年度末の負債の合計は、前払式特定取引前受金、未払法人税等、買掛金他の減少によ
り前連結会計年度と比較し315,531千円減少の16,747,944千円となりました。 
純資産は、利益剰余金の増加及び自己株式の取得により365,941千円増加し10,475,337千円とな

りました。 
  
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前当期純利益1,394,423千円（前年同期比5.3％減少）が計上された一方で、主として前払式特

定取引前受金の保全方法の変更により定期預金が減少、投資有価証券を取得した結果、前連結会計

年度に比べて372,019千円減少し、2,943,576千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は1,097,281千円（前年同期比25.0％減少）

となりました。 

これは、主に税金等調整前当期純利益1,394,423千円、減価償却費505,625千円を計上する一方で、

法人税等の支払661,114千円が生じたことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は1,082,575千円（前年同期比52.0％減少）

となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローのうち、定期預金・有価証券・投資有価証券に関連する支出

及び収入の純額403,362千円の資金の流出は、主として割賦販売法等の前払式特定取引前受金の保

全義務（一定水準の金銭・有価証券等の供託又は社内積立）に起因して、保全対象資産（現金、普

通預金、定期預金、債券等）のうち、資金に該当しない金融資産等への追加、回収又は入れ替えが

行われたことにより生じたものであります。一方で、設備投資に使用した資金は有形固定資産の取

得554,524千円であり、その主な内訳は、「湘和礼殯館相模大野」「湘和会堂金目」「湘和礼殯館
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由比ガ浜」の新規開業403,385千円、「湘和会堂秦野」の改修費用7,585千円及び車両の取得45,423

千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は386,725千円（前年同期比89.7％増加）

となりました。これは自己株式の取得110,336千円、配当金の支払276,389千円によるものでありま

す。 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 37.2 38.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 24.3 24.2 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※当社グループは有利子負債を有していないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びイン

タレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 
 
 

 
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

当社グループの利益配分の基本方針は、株主を重視した経営を実現するため、株主に対する利益

還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。 

株主の皆様への利益還元は、業績に応じた安定的な配当を維持することを 優先として、その上

で、企業体質の強化と株主資本利益率の向上に努めております。 

内部留保につきましては、長期的展望に立った経営の効率化、競争激化に対応するため経営基盤

の強化、積極的な事業展開、企業価値向上のために有効に投資していくことを基本方針としており

ます。 

以上の基本方針に基づき、平成21年３月期は創業40周年記念配当を加え中間配当金11円、利益配

当金８円とし、年間配当金を19円とする予定であります。また、次期の配当につきましては、中間

配当金８円、利益配当金８円とし、通年16円を予定しております。 

 

 

（4）事業等のリスク 

 

有価証券報告書に記載した事業の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 

(a) 人口動態による業績の影響 

総務省統計局「人口推計月報」（平成21年3月概算値）、国立社会保障・人口問題研究所「日本

の将来推計人口」（平成18年12月推計）によりますと、全国の20歳～39歳の人口は、平成21年の33,090

千人から21年後の平成42年には23,453千人となり9,637千人減少（29.1％減少）すると推測されて

おります（表１）。一方、65歳以上の人口は、平成21年の28,590千人（人口総数の22.4％）から、

46年後の平成67年には、36,463千人（人口総数の40.5％）となり、7,873千人増加すると予想され

ております（表２）。 

また、高齢者の人口増加とともに平均寿命も延びております。厚生労働省「完全生命表」、国立

社会保障・人口問題研究所の「平均寿命の推移」によれば、平成19年の男性平均寿命79.19歳、女

性平均寿命85.99歳でしたが、21年後の平成42年では男性平均寿命81.88歳（2.69歳の延び）、女性

平均寿命88.66歳（2.67歳の延び）となっております。また、46年後の平成67年には男性平均寿命

83.67歳（1.79歳の延び）、女性平均寿命90.34歳（1.68歳の延び）と予測されております（表３）。 

冠婚事業に於ける利用者の年齢層は20歳～39歳が中心となっており、上記の通り、今後利用者総

数の減少が予想されます。一方で、葬祭事業に於ける利用者の中心となる高齢者総数は増加傾向に

あります。 

このように当社の事業は、冠婚事業・葬祭事業共に、将来の人口動態により、業績に影響を受け

る可能性があります。 
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（表１）全国の20歳～39歳の人口  （表２）全国の65歳以上の人口 

 （単位：千人）  （単位：千人）

年齢 20～39歳  年齢 0～64歳 65歳～ 総人口 

平成21年 33,090  平成21年 99,000 28,590 127,590

平成42年 23,453  平成67年 53,468 36,463 89,930

 
（注）総務省統計局「人口推計月報」（平成21年３月概算値）、国立社会保障・人口問題研究所

「日本の将来推計人口」（平成18年12月推計）より抜粋。 
 

（表３）仮定された平均寿命推移 

 男     性 女     性 

平成19年 79.19歳 85.99歳 

平成42年 81.88歳 88.66歳 

平成67年 83.67歳 90.34歳 

 

（注）厚生労働省「完全生命表」（平成19年）、国立社会保障・人口問題研究所「平均寿命の推移
」（平成18年12月推計）より抜粋。 

 

(b) 冠婚部門・葬祭部門における施行受注件数の季節的変動について 

結婚式は利用者にとっていわゆるシーズン意識のある儀式であります。一般的には、春・秋のシ

ーズンといわれております。また、葬儀式では、月々の死亡者数の変化により、施行件数に影響が

あります。 

平成18年神奈川県衛生統計年報表データ 人口動態の婚姻（表４）によりますと、各月の神奈川

県内市町村への婚姻届件数（この内、全てが結婚式を挙げるわけではありませんので、参考母数と

して）の中では、11月が も多く6,090件となっており、婚姻届件数56,821件の約10.7％でありま

す。下半期では、全体の53.0％で、上半期より3,379件増となっております。また、同データの人

口動態 死亡（表５）の各月の神奈川県内市町村死亡者数の中では、1月が5,738人となっておりま

す。これは年間死亡者総数58,996人の9.7％を占めており、下半期全体では，全体の53.1％で、上

半期より3,608人増となっております。 

従って、上記のような人口動態婚姻・死亡の推移は、月々の冠婚事業、葬祭事業の施行受注件数

の増減及び各部門の収益に影響いたします。 

 

（表４）平成18年度月別神奈川県内市町村の婚姻届件数 

年間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下半期

件
数 

56,821 4,566 4,857 4,212 5,341 3,900 3,845 26,721 5,153 6,090 4,871 3,879 4,435 5,672 30,100

比
率 

100.0% 8.0 8.5 7.4 9.4 6.9 6.8 47.0 9.1 10.7 8.6 6.8 7.8 10.0 53.0

（注）平成18年、平成19年神奈川県衛生統計年報表データ 人口動態の婚姻より抜粋・加工 

 

（表５）平成18年度月別神奈川県内市町村の死亡者数 

年間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下半期

人
数 

58,996 4,822 4,787 4,440 4,520 4,689 4,436 27,694 4,711 4,827 5,482 5,738 4,894 5,650 31,302

比
率 

100.0% 8.2 8.1 7.5 7.7 7.9 7.5 46.9 8.0 8.2 9.3 9.7 8.3 9.6 53.1

（注）平成18年、平成19年神奈川県衛生統計年報表データ 人口動態の死亡より抜粋・加工 

 

(c) 当社施設の立地・開発による業績の影響 

 当社の葬祭事業は、葬祭ホールを建築する土地等の資産の確保が必要となります。新規店舗投

資の前提条件は、原則として、お客様の利便性を重視したアクセス好条件と効率的な資本の回収

のため、主に定期借地形態としております。以上の前提や駐車場確保等の諸条件に合う候補物件

の検索に多くの時間を要する他、土地オーナーとの交渉の際、双方の採算問題以外に葬儀イメー
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ジに抵抗感がある場合には、それを払拭する交渉にも時間を要します。このように、オーナーお

よび、その後の周辺住民への交渉や説明会が難航する場合、施設建設進捗の遅れ等から当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

 

(d) 法的規制について 

① 割賦販売法等による規制について 

当社の連結子会社である株式会社へいあんは、冠婚葬祭互助会事業を主たる業務としており

ます。 

 冠婚葬祭互助会による互助会加入者への役務提供は、割賦販売法に定められた前払式特定取

引にあたります。 

同法は前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としている他、事業者は同法の定

めにより営業保証金の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書

の提出、契約約款を変更した場合の届出等をしなければなりません。主な規制内容は次のとお

りであります。 

イ．営業地域に関する規制 

事業者は新たに営業所又は代理店（以下、「営業所等」という）を設置し、営業を開始す

るにあたり、新たな営業所等ごとに一定の営業保証金を供託し、これを経済産業大臣に届出

なければなりません。これにより現在、同社の営業地域は、神奈川県西部の14市13町（注1）

となっております。 

ロ．前払式特定取引前受金の保全義務 

事業者は、消費者から受け入れた前払式特定取引前受金（連結貸借対照表の前払式特定取

引前受金に、掛金中断後一定年数を経過したため雑収入に計上した前受金の累計額等を加え

たもの）の２分の１に相当する金額を金銭及び有価証券による供託又は金融機関、指定受託

機関との保証金供託委託契約により保全しなければなりません。 

同社は前払式特定取引前受金の２分の１に相当する金額について、金銭・有価証券の供託

及び指定受託機関と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより、保全措置を講じており

ます。 

加盟事業者を指導育成する社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下、「全互協」という）

は立法の趣旨に鑑み、平成８年４月に前払式特定取引前受金の保全強化、事業者の健全性確

保を目的に、業界の自主ルールとして、平成８年３月末時点の前払式特定取引前受金残高の

７%を10年間にわたり事業者が準備金として積み立てる「前受業務保全企業内積立金制度」

を導入し、全互協に加盟する同社も平成８年４月より、これを導入し前受金保全強化に努め

ております。 

ハ．財産、収支の状況に関する規制 

経済産業大臣は事業の健全な推進と消費者保護の観点から、事業者の純資産比率（注2）

が90%未満となった場合に、事業者に対し前払式特定取引の契約締結の禁止命令を出さなけ

ればならないこととなっております。 

同様に経済産業大臣は事業者の財産及び収支の状況が著しく悪化した場合に、事業者に対

し必要な改善命令を出すことができることとなっております。割賦販売法施行規則は改善命

令の目安である収支率等を、経常収支率100%以下、流動比率80%以下、純資産比率100%以下

（注2）と定めております。また、「この法律の運用にあたっては、割賦販売等を行う中小

商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない(法第１条第２項)。」とされており、

実際には割賦販売法上の法的規制の運用は所管官庁である経済産業省により行われておりま

す。しかし、所管官庁による法的規制の運用は、諸般の事情により随時変更・撤廃される可

能性があります。 

現時点において、株式会社へいあんは割賦販売法上の改善命令を受けた事実はありません

が、仮に現在の法的規制及びその運用が変更され、それによって収支率等の改善を図る必要

性が生じた場合、当社グループの経営成績及び財産の状態に影響を与える可能性があります。 

 (注1)  藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、南足柄市、小田原市、厚木市、海老名市、座間

市、鎌倉市、綾瀬市、秦野市、伊勢原市、相模原市、逗子市、寒川町、大磯町、

二宮町、中井町、大井町、開成町、真鶴町、湯河原町、松田町、山北町、愛川
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町、箱根町、葉山町 

 (注2) 経常収支率、流動比率、純資産比率は割賦販売法施行規則に定められた算出方

法によるものです。 

 ② 霊柩運送に関する規制について 

当社の葬祭事業の一部である霊柩運送に関しては、「一般貨物自動車運送事業（霊柩）」と

して、貨物自動車運送事業法の規制を受けております。霊柩運送事業に関する規制の内容は、

運送の客体、その方法等が他の貨物運送と異なるため、営業区域、霊柩車の保有台数等に制

約があります。このため当社の霊柩運送の営業区域は、東京都及び神奈川県となっておりま

す。 

③ 介護保険制度について 

当社の連結子会社である株式会社へいあんは、介護保険法に基づく介護事業を業務としてお

り、介護保険制度の改正等により、当グループの業績が影響を受ける可能性があります。  

また、同法および関係政省令等において、介護保険事業所の設置は指定制、更新制とされて

おり、詳細な運営基準が規定されています。従って当社が指定介護サービス事業者として適正

な運営体制を維持できなかった場合、事業所指定の取消、あるいは更新の不許可等の行政処分

を受け、業績に影響を与える可能性があります。 

(e) 顧客情報の管理について 

当社グループの事業にとって、顧客情報の流出や破壊による被害の防止は極めて重要であり

ます。 

   現在までのところ、重要な顧客データの漏洩・改ざんあるいは破壊等の発生は認識してお

りませんが、今後、顧客情報の流出により問題が発生した場合には、当社グループの事業運

営、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

［事業系統図］ 

以上の事項を事業系統図により示すと、次の通りであります。 

顧                       客    （一般個人・互助会加入者・法人・団体）

葬祭事業者
（フランチャイズ加盟店

及び提携店）

当社    平安レイサービス株式会社

《冠  婚  事  業》 《葬  祭  事  業》

株式会社へいあん

《その他の事業》
（介護事業）

株式会社はないちりん(注1)

（葬祭事業）

《互助会事業》

山大商事株式会社

《その他の事業》
（物流事業他）

結婚式 施行請負

料理

経営指導 施行指導

冠婚・葬祭 施行の斡旋

葬祭 施行請負

料理 返礼品

互
助
会
加
入
者
募
集

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

 
 

（参考）事業に係る法律関連事項として 

 

(a) 割賦販売法等による規制について 

当社の連結子会社である株式会社へいあんは、冠婚葬祭互助会事業を主たる業務としております。

冠婚葬祭互助会による互助会加入者への役務提供は、割賦販売法に定められた前払式特定取引にあ

たります。 

同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の定

めにより営業保証金の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書の提

出、契約約款を変更した場合の届出等をしなければなりません。 

 

(b) 霊柩運送に関する規制について 

当社の葬祭事業の一部である霊柩運送に関しては、「一般貨物自動車運送事業（霊柩）」として、

貨物自動車運送事業法の規制を受けております。霊柩運送事業に関する規制の内容は、運送の客体、

その方法等が他の貨物運送と異なるため、営業区域、霊柩車の保有台数等に制約があります。この

ため当社の霊柩運送の営業区域は、東京都及び神奈川県となっております。 

 

(c) 介護保険制度について 

当社の連結子会社である株式会社へいあんは、介護保険法に基づく介護事業を業務としており、

介護保険制度の改正等により、当グループの業績が影響を受ける可能性があります。  

また、同法および関係政省令等において、介護保険事業所の設置は指定制、更新制とされており、

詳細な運営基準が規定されております。  
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注１． 平成18年10月末日をもって、株式会社はないちりんは事業活動を停止しておりましたが、

平成21年６月より事業活動の再開を予定しております。 

 
[関係会社の状況] 

名称 住所 
資本金 
（千円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

（連結子会社）     

株式会社へいあん 
 

神奈川県平塚市 80,000
互助会の運営 
介護事業 

100 

当社と「施行保証並びに施行
斡旋契約」を締結し互助会加
入者の冠婚葬祭施行を当社へ
斡旋している。 
役員の兼務；４名。 
設備の賃貸借を行なってい
る。 
同社の業務全般にわたる経営
指導を当社が行っている。 
同社の人事管理業務等の一部
を当社が受託している。 
当社は同社から施行保証金を
受け入れている。 
当社は同社保証債務の連帯保
証を行っている。 

山大商事株式会社 
 

神奈川県平塚市 100,000
仕出し料理製造 
販売・食材加工 
葬祭用返戻品販売

100 
［40］ 

当社の冠婚葬祭用料理の 
調理及び仕出し並びに 
返礼品の当社への販売を 
行なっている。 
役員の兼務；５名。 
設備の賃貸借を行なってい
る。 
同社の人事管理業務等の一部
を当社が受託している。 

 

（注）議決権の所有割合の[ ]内は、間接所有割合で内数であります 

10

平安レイサービス㈱　(2344)　平成21年3月期　決算短信



３．経営方針 
 
（1）会社の経営の基本方針 

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、経営方針に沿って事業展開

をし、結婚式・葬儀式・ヘルスケアを通じて顧客の満足を実現し、地域社会に貢献することを経営

の理念としております。 

冠婚の施行を目的に創業した当社は、人口動態の変化並びに顧客ニーズの変化と共に葬祭の施行

分野を拡大してきました。 

今後の成長の基盤は、店舗の出店とＭ＆Ａによる営業地域拡大であります。 

また、顧客セグメントを明確にする為に、格式を重んじたフォーマルタイプの「カルチャーＢＯ

ＮＤＳ」と、アットホームタイプの「湘和会堂」、及び邸宅型貸切葬儀式場の「湘和礼殯館」、そ

れぞれの顧客ニーズに合わせた「役務サービス」を提供してまいります。今後も時流に対応し顧客

の声を活かし、支持されるグッドカンパニーを目指すことを「当社の基本方針」としております。 

 

（2）目標とする経営指標 

目標とする経営指標は、連結営業利益の成長率であり、連結営業利益率目標は平均16％以上の維

持であります。 

そのために、中核である葬祭事業では、従来と同様、地域ドミナントスタイルを前提とした投資

効率の高い葬祭ホール出店計画を推進し、ローコストを前提とした店舗運営を行い、収益向上に務

めてまいります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

収益拡大戦略 

【次世代型葬送の構築による将来の収益確保】 

引き続き地域ドミナントスタイルを前提とした出店を図ってまいります。併せて直営出店方式

だけに依存せず、周辺同業他社とのパートナーシップ方式、Ｍ＆Ａも視野に入れて、営業エリア

を拡大してまいります。 

また、顕在化している会葬者数減少や経済情勢の悪化に起因する葬祭施行単価の減少を踏まえ、

葬祭周辺・関連売上をより強化するとともに、こだわりある顧客のニーズに対応できる邸宅型貸

切葬儀式場「湘和礼殯館」を将来の中核ブランドとして今後も育成してまいります。 

 

生産性向上戦略 

【経営資源の棚卸と活用】 

投資バランスを小規模施設タイプに集中し、居抜き物件からの出店も含め建築コスト減を図る

と共に、人材・物流効率の 大化を図り、収益性や投資回収効率をより重視した設備投資計画を

推進してまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

当社が対処すべき課題としては、以下の事項を重点的に取り組んでまいります。 

① 周辺売上増強・新商品・新サービスの商品化による収益源の確保 

② コスト改善による利益率維持向上 

③ ターゲットユーザー別のコンセプト再構築 

④ 不満を感動に変えるサービス・空間・商品の企画開発 

⑤ ハード及びソフトの中間部品充実の具現化部門の構築 

⑥ ブランド別適正人員による要員の 適化 

⑦ ビジネスリーダーの育成 

⑧ 従業員の能力開発 

 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、平成20年6月30日付コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内

部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備」に記載のとおりであります。 
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１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,914,810 3,141,576

売掛金 205,301 184,599

有価証券 5,226,225 4,916,373

たな卸資産 144,929 －

商品及び製品 － 57,422

原材料及び貯蔵品 － 68,751

繰延税金資産 103,681 90,238

供託金 21,000 45,000

その他 105,840 105,143

貸倒引当金 △492 △569

流動資産合計 10,721,295 8,608,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,681,978 4,734,974

機械装置及び運搬具（純額） 67,672 66,277

工具、器具及び備品（純額） 165,782 166,044

土地 6,824,636 6,824,636

建設仮勘定 53,885 18,567

有形固定資産合計 11,793,954 11,810,500

無形固定資産 39,413 35,703

投資その他の資産   

投資有価証券 2,023,459 4,064,541

長期貸付金 49,790 49,790

長期預金 600,000 600,000

繰延税金資産 388,235 402,458

敷金及び保証金 － 1,387,616

その他 1,567,013 274,426

貸倒引当金 △10,290 △10,290

投資その他の資産合計 4,618,208 6,768,542

固定資産合計 16,451,576 18,614,747

資産合計 27,172,871 27,223,282

12

平安レイサービス㈱　(2344)　平成21年3月期　決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 267,018 209,517

未払法人税等 450,111 363,847

未払消費税等 51,928 26,880

役員賞与引当金 15,802 －

掛金解約手数料戻し損失引当金 28,447 23,067

その他 590,615 549,021

流動負債合計 1,403,923 1,172,334

固定負債   

繰延税金負債 54,096 55,232

退職給付引当金 21,465 30,913

役員退職慰労引当金 130,112 129,617

前払式特定取引前受金 15,420,716 15,328,162

その他 33,162 31,684

固定負債合計 15,659,552 15,575,610

負債合計 17,063,475 16,747,944

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 6,598,101 7,113,794

自己株式 △70,402 △180,739

株主資本合計 10,151,610 10,556,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,214 △81,629

評価・換算差額等合計 △42,214 △81,629

純資産合計 10,109,396 10,475,337

負債純資産合計 27,172,871 27,223,282
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②【連結損益計算書】 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,189,313 8,949,437

売上原価 6,542,052 6,485,152

売上総利益 2,647,261 2,464,285

販売費及び一般管理費 1,202,267 1,218,359

営業利益 1,444,993 1,245,926

営業外収益   

受取利息 21,567 14,105

受取配当金 1,134 975

有価証券利息 61,906 61,491

掛金解約手数料 52,459 49,416

その他 69,712 66,018

営業外収益合計 206,779 192,008

営業外費用   

供託委託手数料 15,207 10,761

掛金解約手数料戻し損失引当金繰入額 － 1,782

その他 3,090 4,544

営業外費用合計 18,297 17,088

経常利益 1,633,476 1,420,845

特別利益   

固定資産売却益 440 501

特別利益合計 440 501

特別損失   

固定資産除売却損 50,938 21,758

投資有価証券評価損 21,375 5,166

減損損失 56,683 －

掛金解約手数料戻し損失引当金繰入額 28,447 －

前期損益修正損 3,980 －

特別損失合計 161,424 26,924

税金等調整前当期純利益 1,472,491 1,394,423

法人税、住民税及び事業税 676,306 575,316

法人税等還付税額 △4,666 －

法人税等調整額 △27,820 27,247

法人税等合計 643,819 602,563

当期純利益 828,672 791,859
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③【連結株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 785,518 785,518 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 785,518 785,518 

資本剰余金   

前期末残高 2,838,393 2,838,393 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,838,393 2,838,393 

利益剰余金   

前期末残高 5,973,283 6,598,101 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,854 △276,166 

当期純利益 828,672 791,859 

当期変動額合計 624,817 515,693 

当期末残高 6,598,101 7,113,794 

自己株式   

前期末残高 △70,402 △70,402 

当期変動額   

自己株式の取得 － △110,336 

当期変動額合計 － △110,336 

当期末残高 △70,402 △180,739 

株主資本合計   

前期末残高 9,526,792 10,151,610 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,854 △276,166 

当期純利益 828,672 791,859 

自己株式の取得 － △110,336 

当期変動額合計 624,817 405,356 

当期末残高 10,151,610 10,556,967 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △16,217 △42,214 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,996 △39,415 

当期変動額合計 △25,996 △39,416 

当期末残高 △42,214 △81,629 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △16,217 △42,214 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,996 △39,415 

当期変動額合計 △25,996 △39,415 

当期末残高 △42,214 △81,629 

純資産合計   

前期末残高 9,510,575 10,109,396 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,854 △276,166 

当期純利益 828,672 791,859 

自己株式の取得 － △110,336 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,996 △39,415 

当期変動額合計 598,821 365,941 

当期末残高 10,109,396 10,475,337 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31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 1,472,491 1,394,423

減価償却費 497,101 505,625

減損損失 56,683 －

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減
少）

28,447 △5,379

貸倒引当金の増減額（△は減少） 386 76

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,766 △15,802

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,107 9,448

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,600 △495

受取利息及び受取配当金 △84,607 △76,572

有形固定資産除売却損益（△は益） 50,765 21,256

無形固定資産除売却損益（△は益） △266 －

投資有価証券評価損益（△は益） 21,375 5,166

売上債権の増減額（△は増加） △5,426 20,701

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,041 18,755

仕入債務の増減額（△は減少） △16,485 △57,501

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） △69,938 △92,553

その他 42,825 △43,955

小計 2,000,585 1,683,194

利息及び配当金の受取額 58,800 75,201

法人税等の支払額 △600,470 △661,114

法人税等の還付額 4,666 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,463,581 1,097,281

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 △3,090,935 △203,365

定期預金の払戻による収入 1,583,380 1,604,580

有価証券の増減額（△は増加） △499,734 △87

有形固定資産の取得による支出 △410,563 △554,524

有形固定資産の売却による収入 6,133 3,812

無形固定資産の取得による支出 △5,323 △6,175

投資有価証券の取得による支出 △7,485,314 △6,979,490

投資有価証券の償還による収入 2,900,000 5,175,000

供託金の預入による支出 △380,000 △104,000

供託金の払戻による収入 5,205,000 80,000

その他の支出 △104,340 △124,968

その他の収入 27,242 26,643

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,254,454 △1,082,575

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △203,854 △276,389

自己株式の取得による支出 － △110,336

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,854 △386,725

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） △994,727 △372,019

現金及び現金同等物の期首残高 4,310,323 3,315,595

現金及び現金同等物の期末残高 3,315,595 2,943,576
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（5）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 

（イ）連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

株式会社 へいあん 

山大商事 株式会社 

（ロ）非連結子会社は株式会社はない

ちりんであります。 

（ハ）非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、当期

純利益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

（イ）連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

同左 

 

（ロ）非連結子会社は株式会社はない

ちりんであります。 

（ハ）非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない非連結子

会社（株式会社はないちりん）

は当期純利益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体として重要性がないため、

持分法の適用から除外しており

ます。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

（１）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

（イ）有価証券 

① その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定してお

ります。) 

（イ）有価証券 

① その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 ｂ．時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ｂ．時価のないもの 

同左 

 ② 子会社株式 

移動平均法による原価法 

② 子会社株式 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （ロ）たな卸資産 

① 商品のうち、仏壇・仏像 

個別法による原価法 

（ロ）たな卸資産 

① 商品のうち、仏壇・仏像 

個別法による原価法 

（収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法） 

 ② その他の商品、食材を除く材料

移動平均法による原価法 

② その他の商品、食材を除く材料

移動平均法による原価法 

（収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法） 

 ③ 材料のうち食材、貯蔵品 

終仕入原価法 

③ 材料のうち食材、貯蔵品 

終仕入原価法 

（２）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 

（イ） 有形固定資産 

当社及び連結子会社は定率法（平

成10年４月１日以降取得した建物

（附属設備を除く）については定額

法）によっております。 

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、

３年間均等償却によっております。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物   ３～50年 

機械装置及び運搬具 ２～６年 

工具、器具及び備品 ２～20年 

（イ） 有形固定資産（リース資産を

除く） 

当社及び連結子会社は定率法（平

成10年４月１日以降取得した建物

（附属設備を除く）については定額

法）によっております。 

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、

３年間均等償却によっております。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物   ３～50年 

機械装置及び運搬具 ２～６年 

工具、器具及び備品 ２～20年 

 （ロ） 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法によ

っております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。 

（ロ） 無形固定資産（リース資産を

除く） 

当社及び連結子会社は定額法によ

っております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 また、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間均等償却によっております。 

 （ハ） 長期前払費用 

当社及び連結子会社は定額法によ

っております。 

（ハ） 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（３）重要な引当金の計上

基準 

（イ） 貸倒引当金 

  当社及び連結子会社は、債権の

貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

（イ） 貸倒引当金 

同左 

 （ロ） 役員賞与引当金 

役員賞与の支払いに備えるため、

支給見込額の当期負担額を計上し

ております。 

（ロ） 役員賞与引当金 

     

 

 

（追加情報） 

従来、未払役員賞与については、

「役員賞与引当金」として表示して

おりましたが、当連結会計年度末に

おいて役員に対する賞与支給総額が

確定することとなったため、当連結

会計年度から流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度末における

未払役員賞与の金額は8,738千円で

あります。 

 （ハ） 退職給付引当金 

  当社及び連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債

務見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

（ハ） 退職給付引当金 

同左 

 （ニ） 役員退職慰労引当金 

当社及び連結子会社は、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

なお、当社及び連結子会社は、

平成17年10月28日開催の臨時取

締役会の決議に基づき平成18年

３月31日をもって役員退職慰労引

当金制度の廃止を決定し、退職時

に支給することといたしました。 

つきましては、平成18年４月１

日以降の期間に対する役員退職

慰労引当金の繰入はしておりませ

ん。 

（ニ） 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （ホ） 掛金解約手数料戻し損失引

当金 

収益計上済の施行前受金の復

活による損失の発生に備えるた

め、当連結会計年度末における今

後の債務復活見込額を計上してお

ります。 

（ホ） 掛金解約手数料戻し損失引

当金 

同左 

 （追加情報） 

株式会社へいあんは互助会業界

団体の取り決めに従い、昭和59年

４月15日以降の互助会の契約で、

掛金の払い込みが所定の支払時期

より４ヶ月以上遅滞したものは郵

便にて催告を行い、それでもなお

支払いの無かったものは催告日か

ら５年を経過した時点で収益計上

する会計処理を行っておりまし

た。 

  この収益計上済の施行前受金

は帳簿上は認識しておりません

が、割賦販売法に定める前受金保

全措置の対象としており、施行・

復活・解約等の請求があった場合

にはこれに応じております。 

 今後、これらの収益計上済み施

行前受金について、対象契約者に

対し配達記録郵便にて支払催告

通知書を送付し、解約・継続の意

思を再確認することと致しまし

た。   

 これに伴い当連結会計年度か

ら、収益計上済みの施行前受金の

復活による損失の発生に備えるた

め、解約・継続の意思確認の実績

を基に、今後の解約・継続の回答

によって債務の復活が見込まれる

金額を引当計上しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（４）その他連結財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

（イ） 消費税等の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

 なお、資産に係る控除対象外消費

税等のうち、税法に定める繰延消費

税等は繰延消費税額に計上のうえ、

５年間で均等償却し、繰延消費税等

以外のものについては発生連結会計

年度に費用処理しております。 

（イ） 消費税等の会計処理の方法 

同左 

 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

からなっております。 

同左 
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（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

会計方針の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は、軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

     

   

     （リース取引に関する会計基準） 

当連結会計年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））を適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所

に記載しております。 

     

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当連結会計年度より「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）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所

に記載しております。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

     

 

（連結貸借対照表） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平

成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となること

に伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」

として記載されたものは、当連結会計年度から「商

品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ69,331千円、75,598千円であります。 

 （敷金保証金） 

前連結会計年度において投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「敷金及び保証

金」は、総資産額の100分の５を超えたため、当連

結会計年度においては区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度末における「敷金及び保証

金」の金額は1,327,647千円であります。 

 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は、軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響については、（セ

グメント情報）に記載しております。 
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（8）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額      8,071,483千円     8,499,785千円 

 なお、減価償却累計額には減損

損失累計額697,749千円が含まれ

ております。 

なお、減価償却累計額には減損

損失累計額697,749千円が含まれ

ております。 

担保に供している資産及び担保付債務   

前払式特定取引に対する債務   

有価証券 

供託金 

投資有価証券 

定期預金 

その他の投資その他の資産 

（差入保証金） 

土地 

建物 

計  

3,426,815 千円 

21,000  

1,392,097  

1,500,000  

675,186
 

－  

－  

7,015,098  

上記資産については、割賦販

売法第18条の３に基づき、前払

式特定取引前受金15,420,716千

円に対する保全措置として供託

等の方法により担保に供してお

ります。 

4,007,989 千円 

45,000  

3,009,983  

－  

724,074 
 

525,058  

289,433  

8,601,539  

上記資産については、割賦販

売法第18条の３に基づき、前払

式特定取引前受金15,328,162千

円に対する保全措置として供託

等の方法により担保に供してお

ります。 
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（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

減損損失 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしまし

た。 

場所 用途 種類 

神奈川県 冠婚事業

小田原市 婚礼施設

建物、器具

備品等 

神奈川県 介護事業

平塚市他 介護施設

  

建物、車両

運搬具、器

具備品等 

当社グループは、事業の種類別

に営業用店舗を独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す 小単位と

し、かつ同一地域内において商圏

の重複によりキャッシュ・フロー

が相互補完的関係となる店舗群

を、一つの資産グループとみなし

ております。 

上記資産グループにおいて、店

舗損益の継続的な悪化が生じてお

り、その帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失56,683千円として特別損失に

計上しております。 

その内訳は，冠婚事業11,915千

円（内、建物5,746千円、構築物

287千円、器具備品5,073千円、電

話加入権807千円）、介護事業

44,768千円（内、建物2,395千円、

構築物161千円、車輌運搬具

27,649千円、器具備品14,544千

円、公共施設利用権18千円）であ

ります。 

なお、当資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを

6.8％で割り引いて算定しており

ます。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 14,667 － － 14,667 

合計 14,667 － － 14,667 

自己株式     

普通株式 105 － － 105 

合計 105 － － 105 

 

２．配当に関する事項 

（1）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 

平成19年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 101,927 7 平成19年３月31日 平成19年６月25日

平成19年11月９日 
取締役会 

普通株式 101,927 7 平成19年９月30日 平成19年12月５日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 116,488 利益剰余金 8 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 14,667 － － 14,667 

合計 14,667 － － 14,667 

自己株式     

普通株式 105 243 － 349 

合計 105 243 － 349 

 

２．配当に関する事項 

（1）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 

平成20年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 116,488 8 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年11月10日 
取締役会 

普通株式 159,678 11 平成20年９月30日 平成20年12月５日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の 

（決議予定日） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 114,542 利益剰余金 8 平成21年３月31日 平成21年６月22日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

現金及び預金勘定 4,914,810千円 3,141,576 千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等             △1,599,215    △198,000    

現金及び現金同等物 3,315,595 2,943,576  
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（セグメント情報） 

 

１．事業の種類別セグメント情報 

 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

（単位：千円） 

 冠婚事業 葬祭事業 互助会事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

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 

993,060 7,345,411 13,877 836,963 9,189,313 － 9,189,313

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － 285,627 － 285,627 (285,627) －

計 993,060 7,345,411 299,504 836,963 9,474,940 (285,627) 9,189,313

営業費用 853,603 5,311,809 167,871 828,574 7,161,858 582,461 7,744,319

営業利益 139,456 2,033,602 131,633 8,389 2,313,082 (868,088) 1,444,993

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出 

   

資産 545,521 11,400,212 9,687,690 301,509 21,934,934 5,237,937 27,172,871

減価償却費 58,461 393,231 849 11,647 464,190 33,395 497,585

減損損失 11,915 － － 44,768 56,683 － 56,683

資本的支出 13,351 312,596 633 9,638 336,220 50,901 387,122

 （注）1．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2．各事業区分に含まれる主な事業、事業所等 

(1) 冠婚事業……婚礼式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 
結婚式場   ロイヤルマナーフォートベルジュール、コルティーレ茅ヶ崎 

貸衣裳店   サロンドプリエ 

(2) 葬祭事業……葬儀式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 
葬祭ホール  湘和会堂鵠沼、湘和会堂西富、湘和会堂六会、湘和会堂茅ヶ崎、湘

和会堂平塚、湘和会堂秦野、湘和会堂小田原、湘和会堂町田、カル

チャーＢＯＮＤＳ藤沢、カルチャーＢＯＮＤＳ平塚、カルチャーＢ

ＯＮＤＳ小田原、湘和礼殯館西久保、湘和礼殯館栢山、湘和礼殯館

淵野辺 

仏壇店    お仏壇の湘和平塚店、藤沢店、小田原店 

(3) 互助会事業……互助会運営事業及び婚礼葬儀施行斡旋事業 

(4) その他の事業……介護事業 他 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は868,088千円であり、

その主なものは、企業広告費用と連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る費

用であります。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,237,937千円であり、その主な

ものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金、預金等)、長期投資資金(投資有価証

券等)、並びに連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る資産等であります。 

5．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

6．当連結会計年度において減損損失を計上しております。 

これにより、冠婚事業の資産が11,915千円、その他事業の資産が44,768千円それぞれ減少し

ております。 

7．会計方針の変更 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以
降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して
おります。 
この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 
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8. 追加情報 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 

 

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（単位：千円） 

 冠婚事業 葬祭事業 互助会事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

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 

891,351 7,208,347 11,379 838,359 8,949,437 － 8,949,437

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － 273,168 － 273,168 (273,168) －

計 891,351 7,208,347 284,548 838,359 9,222,606 (273,168) 8,949,437

営業費用 744,578 5,392,602 163,973 825,591 7,126,745 576,765 7,703,511

営業利益 146,772 1,815,745 120,574 12,768 2,095,860 (849,934) 1,245,926

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

   

資産 505,683 11,437,186 9,724,825 328,011 21,995,706 5,227,575 27,223,282

減価償却費 53,870 416,921 500 666 471,959 34,143 506,102

資本的支出 15,662 521,928 399 13,144 551,134 21,345 572,479

 （注）1．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2．各事業区分に含まれる主な事業、事業所等 

(1) 冠婚事業……婚礼式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 
結婚式場   ロイヤルマナーフォートベルジュール、コルティーレ茅ヶ崎 

貸衣裳店   サロンドプリエ 

(2) 葬祭事業……葬儀式典の施行を主たる事業とし、その事業所等は以下の通りであります。 
葬祭ホール  湘和会堂鵠沼、湘和会堂西富、湘和会堂六会、湘和会堂茅ヶ崎、湘

和会堂平塚、湘和会堂秦野、湘和会堂金目、湘和会堂小田原、湘和

会堂町田、カルチャーＢＯＮＤＳ藤沢、カルチャーＢＯＮＤＳ平塚、

カルチャーＢＯＮＤＳ小田原、湘和礼殯館西久保、湘和礼殯館栢山、

湘和礼殯館淵野辺、湘和礼殯館相模大野、湘和礼殯館由比ガ浜 

仏壇店    お仏壇の湘和平塚店、藤沢店、小田原店 

(3) 互助会事業……互助会運営事業及び婚礼葬儀施行斡旋事業 

(4) その他の事業……介護事業 他 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は849,934千円であり、

その主なものは、企業広告費用と連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る費

用であります。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,227,575千円であり、その主な

ものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金、預金等)、長期投資資金(投資有価証

券等)、並びに連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門に係る資産等であります。 

5．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

6．会計方針の変更 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会第一部会）、
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平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用しております。 

この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響はありません。 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より

「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）を適用しております。 

この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響はありません。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セ

グメントの売上高の合計及び全セグメントの資産金額の合計額の占める割合がいずれも90％超

であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）において海外売上高がないため該当事項はありま

せん。 
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 (１株当たり情報) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 694円28銭

１株当たり当期純利益金額 56円91銭
 

１株当たり純資産額 731円63銭

１株当たり当期純利益金額 54円66銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

 

（開示の省略） 

リース取引関係、税効果会計関係、有価証券関係、退職給付関係に関する注記事項については、

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

また、関連当事者情報、デリバティブ取引関係、ストック･オプション等関係、企業結合等関係、

重要な後発事象については、該当事項がないため記載を省略しております。 
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２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,477,969 2,379,806

売掛金 120,637 103,015

有価証券 499,803 499,864

商品 32,410 －

原材料 45,274 －

貯蔵品 8,631 －

商品及び製品 － 33,508

原材料及び貯蔵品 － 52,149

前払費用 52,426 48,371

繰延税金資産 77,892 70,194

未収入金 29,043 21,432

その他 4,060 3,476

貸倒引当金 △490 △500

流動資産合計 3,347,661 3,211,319

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,114,020 4,173,728

構築物（純額） 121,218 134,937

車両運搬具（純額） 59,186 59,491

工具、器具及び備品（純額） 126,617 123,038

土地 6,198,648 6,198,648

建設仮勘定 53,885 18,567

有形固定資産合計 10,673,575 10,708,412

無形固定資産   

ソフトウエア 26,412 17,078

その他 10,511 11,505

無形固定資産合計 36,924 28,583

投資その他の資産   

投資有価証券 550,581 570,546

関係会社株式 2,356,868 2,356,868

出資金 250 250

長期貸付金 10,290 10,290

長期前払費用 38,537 35,598

繰延税金資産 360,760 384,808

保険積立金 － 204,075

敷金及び保証金 566,991 578,084

その他 178,099 2,437

貸倒引当金 △10,290 △10,290

投資その他の資産合計 4,052,088 4,132,670

固定資産合計 14,762,588 14,869,666

資産合計 18,110,249 18,080,986
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 285,588 255,849

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 40,000

未払金 284,146 240,519

未払費用 126,438 121,957

未払法人税等 377,650 291,603

未払消費税等 41,532 17,091

前受金 23,900 31,064

預り金 3,245 3,162

役員賞与引当金 14,280 －

その他 1,335 62

流動負債合計 1,278,118 1,001,310

固定負債   

関係会社長期借入金 7,040,000 7,000,000

退職給付引当金 15,254 21,769

役員退職慰労引当金 126,272 125,777

固定負債合計 7,181,527 7,147,546

負債合計 8,459,645 8,148,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 785,518 785,518

資本剰余金   

資本準備金 2,838,393 2,838,393

資本剰余金合計 2,838,393 2,838,393

利益剰余金   

利益準備金 27,619 27,619

その他利益剰余金   

別途積立金 5,425,000 5,975,000

繰越利益剰余金 689,217 574,580

利益剰余金合計 6,141,837 6,577,199

自己株式 △70,402 △180,739

株主資本合計 9,695,345 10,020,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44,741 △88,243

評価・換算差額等合計 △44,741 △88,243

純資産合計 9,650,603 9,932,128

負債純資産合計 18,110,249 18,080,986
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②【損益計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

冠婚部門売上高 981,560 877,567

葬祭部門売上高 7,273,421 7,125,702

売上高合計 8,254,982 8,003,269

売上原価   

冠婚部門売上原価 882,002 763,811

葬祭部門売上原価 5,213,747 5,273,731

売上原価合計 6,095,750 6,037,542

売上総利益 2,159,231 1,965,726

販売費及び一般管理費   

販売促進費 19,981 21,155

広告宣伝費 183,287 194,790

支払手数料 55,729 60,688

貸倒引当金繰入額 400 10

役員報酬 75,920 83,400

給料手当及び賞与 285,128 288,386

役員賞与 － 6,780

役員賞与引当金繰入額 14,280 －

法定福利費 34,004 33,847

退職給付引当金繰入額 26,040 25,320

地代家賃 14,857 14,639

租税公課 25,418 26,341

減価償却費 22,083 23,339

賃借料 3,685 3,357

事務委託費 13,200 13,200

その他 83,604 71,951

販売費及び一般管理費合計 857,620 867,210

営業利益 1,301,611 1,098,516

営業外収益   

受取利息 6,839 6,508

有価証券利息 29,489 9,569

受取配当金 103,571 119,416

関係会社経営指導料 19,800 19,800

関係会社賃貸収入 34,305 34,305

関係会社業務受託収入 52,800 52,800

その他 41,345 37,465

営業外収益合計 288,151 279,866

営業外費用   

支払利息 166,529 164,168

減価償却費 13,852 12,827

その他 910 1,566

営業外費用合計 181,292 178,562

経常利益 1,408,471 1,199,820

特別利益   

固定資産売却益 440 501

特別利益合計 440 501

特別損失   

固定資産除売却損 49,427 21,713

投資有価証券評価損 21,375 5,166

減損損失 11,915 －

前期損益修正損 3,980 －

特別損失合計
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86,697 26,879

税引前当期純利益 1,322,213 1,173,442

法人税、住民税及び事業税 546,578 448,492

法人税等還付税額 △4,666 －

法人税等調整額 △627 13,420

法人税等合計 541,284 461,913

当期純利益 780,929 711,529
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③【株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 785,518 785,518

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 785,518 785,518

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,838,393 2,838,393

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,838,393 2,838,393

資本剰余金合計   

前期末残高 2,838,393 2,838,393

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,838,393 2,838,393

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 27,619 27,619

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 27,619 27,619

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,085,000 5,425,000

当期変動額   

別途積立金の積立 340,000 550,000

当期変動額合計 340,000 550,000

当期末残高 5,425,000 5,975,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 452,142 689,217

当期変動額   

別途積立金の積立 △340,000 △550,000

剰余金の配当 △203,854 △276,166

当期純利益 780,929 711,529

当期変動額合計 237,075 △114,637

当期末残高 689,217 574,580

利益剰余金合計   

前期末残高 5,564,761 6,141,837

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △203,854 △276,166

当期純利益 780,929 711,529

当期変動額合計 577,075 435,362

当期末残高 6,141,837 6,577,199

自己株式   

前期末残高 △70,402 △70,402

自己株式の取得 － △110,336

当期変動額   

当期変動額合計 － △110,336
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当期末残高 △70,402 △180,739

株主資本合計   

前期末残高 9,118,270 9,695,345

当期変動額   

剰余金の配当 △203,854 △276,166

当期純利益 780,929 711,529

自己株式の取得  △110,336

当期変動額合計 577,075 325,026

当期末残高 9,695,345 10,020,372
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △24,578 △44,741

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,163 △43,501

当期変動額合計 △20,163 △43,501

当期末残高 △44,741 △88,243

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △24,578 △44,741

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,163 △43,501

当期変動額合計 △20,163 △43,501

当期末残高 △44,741 △88,243

純資産合計   

前期末残高 9,093,691 9,650,603

当期変動額   

剰余金の配当 △203,854 △276,166

当期純利益 780,929 711,529

自己株式の取得  △110,336

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,163 △43,501

当期変動額合計 556,912 281,524

当期末残高 9,650,603 9,932,128
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（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）重要な会計方針の変更 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関する注記事項等 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響は、軽微であります。 

     

 

     

 

（リース取引に関する会計基準） 

当事業年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

     

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当事業年度より「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）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

     

 

（貸借対照表） 

前事業年度において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「保険積立金」は、総

資産額の100分の１を超えたため、当事業年度にお

いては区分掲記しております。 

なお、前事業年度末における「保険積立金」の金

額は175,738千円であります。 

 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響は、軽微であります。 

     

 

     

 

（役員賞与引当金） 

従来、未払役員賞与については、「役員賞与引当

金」として表示しておりましたが、当事業年度末に

おいて役員に対する賞与支給総額が確定することと

なったため、当事業年度から未払金に含めて表示し

ております。 

なお、当事業年度末における未払役員賞与の金額

は6,780千円であります。 
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（6）個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

 前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額          6,897,457千円          7,283,794千円 

 なお、減価償却累計額 

には減損損失累計額653,012千

円が含まれております。 

なお、減価償却累計額には減損

損失累計額653,012千円が含ま

れております。 

 

（損益計算書関係） 

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

減損損失 当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

神奈川県

小田原市

冠婚事業

婚礼施設

  

建物、器

具備品等

当社は、事業の種類別に営業用

店舗を独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位とし、かつ

同一地域内において商圏の重複に

よりキャッシュ・フローが相互補

完的関係となる店舗群を、一つの

資産グループとみなしておりま

す。 

上記資産グループにおいて、店

舗損益の継続的な悪化が生じてお

り、その帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失11,915千円（内訳、建物5,746

千円、構築物287千円、器具備品

5,073千円､電話加入権807千円）

として特別損失に計上しておりま

す。 

なお、当資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを

6.8％で割り引いて算定しており

ます。 

      

 

１株当たり情報 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   

１株当たり純資産額 662円77銭

１株当たり当期純利益金額 53円63銭
 

  

１株当たり純資産額 693円69銭

１株当たり当期純利益金額 49円12銭
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６．その他 

（１）役員の異動(平成21年６月20日付) 

   ①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

   ②その他の役員の異動 

    詳細は本日公表いたしました「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。 
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