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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

※前四半期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき四半期連結財務諸表を作成しているため、前四半期の対前年同四半期増減率は記載し
ておりません。 

(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 ％

22年3月期第3四半期 6,237 △6.6 748 △14.2 866 △13.8 482 △11.8
21年3月期第3四半期 6,676 ― 871 ― 1,004 ― 546 ―

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

22年3月期第3四半期 33.71 ―
21年3月期第3四半期 37.66 ―

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

22年3月期第3四半期 27,164 10,776 39.7 752.68
21年3月期 27,223 10,475 38.5 731.63

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,776百万円 21年3月期  10,475百万円

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
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

21年3月期 ― 11.00 ― 8.00 19.00
22年3月期 ― 8.00 ―
22年3月期 

（予想）
8.00 16.00

3.  平成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 8,543 △4.5 1,124 △9.8 1,280 △9.8 737 △6.9 51.48
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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) 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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。] 

(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 
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。 
業績予想の前提となる条件等につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 14,667,000株 21年3月期  14,667,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  349,130株 21年3月期  349,130株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 14,317,870株 21年3月期第3四半期 14,523,612株
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【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３四半期連結会計期間における日本経済の概況は、景気は持ち直しているものの自律性に乏しく、

失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。 

経済産業省の特定サービス産業動態統計調査平成 21 年 10 月確報によりますと、平成 21 年４月から

10 月における結婚式場業の売上高、取扱組数は前年同期比で共に減少しています。同じく葬祭業におい

ても売上高、取扱件数共に前年同期比で減少しています。 

 このような環境下におきまして、当社グループは周辺売上増強・新商品・新サービスの商品化による

収益源の確保に努めるとともに、コスト改善による利益率維持向上及びターゲットユーザー別のコンセ

プト再構築等に努めてまいりました。 

 冠婚事業においては、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います。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。 

 企画面では同僚、友人などと 1.5 次会感覚で行う新しい披露宴スタイル「フレンドシッププラン」を

提案するとともに、一般宴会の受注強化に努めました。その結果、前年同期に比べ冠婚施行組数(挙式の

み・写真のみ・一般宴会及び小規模披露宴を除く) は減少したものの、１組単価は増となり、売上高は

579 百万円（前年同期比 16.4％減少）となりました。労務効率の改善とコスト改善等に取り組んだ結果、

営業費用は 485 百万円となり、営業利益は 94 百万円（前年同期比 12.7％減少）となりました。 

葬祭事業においては、業界内の価格競争が激化しており、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傾向にあります。 

この様な状況において当社は、「語らい偲ぶ」葬儀の原点に返り、故人様とご家族、ご会葬者を結ぶ参

加型葬儀の新商品として当第 2 四半期より「花園」(意匠登録出願中)を提案いたしました。施設面では

平成 21 年 10 月に新葬祭店舗「湘和礼殯館真土」(神奈川県平塚市)をオープンいたしました。施行件数

の拡大を図るため、既存大型施設内においては中小規模の葬儀にも対応可能な家族葬専用フロアを設け

るなど施行規模に応じたレイアウトや料金プランを提供できるようサービスのラインナップ充実に努め

てまいりました。また、法事件数は当社グループ全体で前年同期に比べ 76.9％増となるなど葬儀周辺売

上を強化いたしております。 

しかしながら、湘和礼殯館をはじめとして新規開業店舗については堅調に施行件数を伸ばしているも

のの、既存大型施設のラインナップ充実は施設ごとに順次実施したこともあり、葬祭事業の営業エリア

におけるシェア率は前年同期に比べ微減し、死亡数が減少したため、連結累計期間の施行件数は前年同

期を若干下回りました。さらに前述のとおり、ご利用者の交際範囲の縮小と意識の変化による会葬者数

減少の影響等もあって前年同期比で葬儀施行 1 件単価は徐々に回復傾向にあるものの前期並みには及ば

ず、前年同期に比べ減少したため、売上高は 5,014 百万円（前年同期比 6.1％減少）となりました。営業

費用は省エネ改善策の実施及び外注業務の内製化に取り組みました結果 3,864 百万円となり、営業利益

は 1,149 百万円（前年同期比 13.6％減少）となりました。 

互助会事業では、売上高は冠婚・葬祭事業の施行状況に連動して 195 百万円（前年同期比 8.6％減少）

となりました。営業費用は 118 百万円となり、営業利益は 76 百万円（前年同期比 12.5％減少）となり

ました。 
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介護事業では、売上高は 633 百万円(前年同期比 0.3％増加)でありました。営業費用は 596 百万円と

なり、営業利益は 37 百万円（前年同期比 29 百万円増加）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における、売上高は 6,237 百万円（前年同期比 6.6％減少）、

営業利益は 748 百万円（前年同期比 14.1％減少）となり、経常利益は受取配当金・有価証券利息等の計

上により 866 百万円（前年同期比 13.7％減少）を計上した結果、四半期純利益は 482 百万円（前年同期

比 11.8％減少）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みます。 

また、当第１四半期連結累計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同四半期比較に

あたっては前第 3 四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えてあります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期の連結財政状態は、総資産は前連結会計年度末に比較して58百万円の減少となりました。

流動資産では、現金及び預金が 785 百万円増加し、有価証券が満期償還により 909 百万円の減少となり

ました。また、投資その他の資産では、供託方法の変更により投資有価証券が 12 百万円増加しています。 

流動負債では、法人税等の前期分納付及び中間納付額の計上により未払法人税等が 239 百万円減少い

たしました。純資産は、利益剰余金の増加 253 百万円、その他有価証券評価差額金の減少 47 百万円によ

り、前連結会計年度末と比較して 301 百万円の増加となりました。 

キャッシュ・フローの状況は、営業活動により得られた資金は 551 百万円となりました。これは、税

金等調整前四半期純利益 840 百万円、減価償却費 379 百万円及び保険解約損 20 百万円が計上された一方

で、売上債権、棚卸資産の増加 54 百万円、前払式特定取引前受金の減少 82 百万円及び法人税等の支払

516 百万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・フローは 460 百万円の獲得となりました。これは、主に有価証券・投資

有価証券の取得による支出 2,936 百万円、有形固定資産の取得による支出 274 百万円及び有価証券・投

資有価証券の償還による収入 3,899 百万円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 228 百万円の流出となりました。これは、配当金の支払による

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、前連結会計年度末に比べ 1,113 百万円

増加し 3,728 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 

当社グループは、引き続き葬祭事業において小規模の葬儀にも対応できるよう家族葬専用フロアを設

けるなど施設の一層の充実に努めます。また、前連結会計年度にオープンした葬祭店舗３店が通年稼動

するのに加え、新葬祭店舗として平成 21 年 10 月に「湘和礼殯館真土」(神奈川県平塚市)、第 4 四半期

中には「湘和会館鴨宮」(神奈川県小田原市)がオープンし、施行件数の拡大を図ってまいります。 

しかしながら、当社が属する業界におきましては、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り、先行き不透明感が増しているため、当期における新店舗開業は上

記 2 店舗にとどめ、今後の情勢の変化を注視しつつ機動的な店舗展開をはかってまいります。 

平成 22 年３月期通期の個別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斟

酌し、売上高 7,626 百万円(前年同期比 4.7%減少)、営業利益 972 百万円(前年同期比 11.5%減少)、経常

利益 1,080 百万円(前年同期比 10.0%減少)、当期純利益 619 百万円(前年同期比 12.9%減少)となる見通し

であります。 
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連結業績見通しにつきましても同様の理由により平成 21 年５月 11 日に公表いたしました通期の業績

予想を変更し、売上高 8,543 百万円(前年同期比 4.5%減少)、営業利益 1,124 百万円(前年同期比 9.8%減

少)、経常利益 1,280 百万円(前年同期比 9.8%減少)、当期純利益 737 百万円(前年同期比 6.9%減少)とな

る見通しであります。配当につきましては当初の予定と変更はありません。 

 

平成 22 年３月期 通期連結業績予想の修正(平成 21 年４月１日～平成 22 年 3 月 31 日) 

(単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当り 

当期純利益 
円  銭 

前回予想(A) 9,321 1,321 1,431 820 56  64 

今回修正(B) 8,543 1,124 1,280 737 51  48 

増減額(B－A) △777 △196 △150 △83 － 

増減率（％） △8.4 △14.9 △10.5 △10.2 － 

(ご参考)前期実績 8,949 1,245 1,420 791 54  66 

 

(ご参考) 平成 22 年３月期 通期個別業績予想の修正(平成 21 年４月１日～平成 22 年 3 月 31 日) 

(単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当り 

当期純利益 

円  銭 
前回予想(A) 

8,419 1,139 1,225 700 48  32 

今回修正(B) 7,626 972 1,080 619 43  28 

増減額(B－A) △793 △167 △145 △81 － 

増減率（％） △9.4 △14.7 △11.9 △11.5 － 

(ご参考)前期実績 8,003 1,098 1,199 711 49  12 

 

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

てい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 

該当事項はありません。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,926,743 3,141,576

売掛金 207,680 184,599

有価証券 4,007,025 4,916,373

商品及び製品 58,911 57,422

原材料及び貯蔵品 98,725 68,751

繰延税金資産 29,227 90,238

供託金 245,100 45,000

その他 139,518 105,143

貸倒引当金 △749 △569

流動資産合計 8,712,183 8,608,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,625,567 4,734,974

機械装置及び運搬具（純額） 61,892 66,277

工具、器具及び備品（純額） 164,162 166,044

土地 6,824,636 6,824,636

その他 6,318 18,567

有形固定資産合計 11,682,577 11,810,500

無形固定資産 35,400 35,703

投資その他の資産   

投資有価証券 4,077,467 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 356,401 402,458

その他 1,661,058 1,662,043

貸倒引当金 △10,290 △10,290

投資その他の資産合計 6,734,427 6,768,542

固定資産合計 18,452,405 18,614,747

資産合計 27,164,589 27,223,282
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 218,673 209,517

未払法人税等 124,089 363,847

掛金解約手数料戻し損失引当金 18,390 23,067

その他 531,975 575,901

流動負債合計 893,129 1,172,334

固定負債   

繰延税金負債 56,053 55,232

退職給付引当金 36,486 30,913

役員退職慰労引当金 125,777 129,617

前払式特定取引前受金 15,245,745 15,328,162

その他 30,559 31,684

固定負債合計 15,494,622 15,575,610

負債合計 16,387,751 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 7,367,404 7,113,794

自己株式 △180,739 △180,739

株主資本合計 10,810,576 10,556,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,739 △81,629

評価・換算差額等合計 △33,739 △81,629

純資産合計 10,776,837 10,475,337

負債純資産合計 27,164,589 27,223,282
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(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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,676,041 6,237,355

売上原価 4,868,655 4,650,675

売上総利益 1,807,386 1,586,679

販売費及び一般管理費 935,949 838,538

営業利益 871,436 748,140

営業外収益   

受取利息 59,726 52,866

受取配当金 975 1,109

掛金解約手数料 36,838 44,205

その他 48,488 47,852

営業外収益合計 146,030 146,034

営業外費用   

供託委託手数料 9,259 4,410

掛金解約手数料戻し損失引当金繰入額 1,010 480

保険解約損 － 20,813

その他 3,079 2,386

営業外費用合計 13,348 28,091

経常利益 1,004,118 866,084

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 25,230

投資有価証券評価損 4,801 －

特別損失合計 25,911 25,230

税金等調整前四半期純利益 978,707 840,853

法人税、住民税及び事業税 343,091 283,155

法人税等調整額 88,677 75,003

法人税等合計 431,769 358,158

四半期純利益 546,938 482,695

平安レイサービス㈱(2344)　平成22年3月期第3四半期決算短信

8



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 978,707 840,853

減価償却費 369,592 379,738

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減
少）

△4,934 △4,676

貸倒引当金の増減額（△は減少） 144 180

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 5,572

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △495 △3,840

受取利息及び受取配当金 △60,702 △53,976

保険解約損益（△は益） － 20,813

有形固定資産除売却損益（△は益） 20,609 25,230

投資有価証券評価損益（△は益） 4,801 －

売上債権の増減額（△は増加） △309 △23,081

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,652 △31,462

仕入債務の増減額（△は減少） △23,514 9,156

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） △54,414 △82,417

その他 △69,561 △74,850

小計 1,169,664 1,007,240

利息及び配当金の受取額 59,712 60,903

法人税等の支払額 △660,605 △516,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 568,771 551,858

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 △178,135

定期預金の払戻による収入 1,577,600 177,600

有価証券の増減額（△は増加） △34 499,821

有形固定資産の取得による支出 △462,524 △274,837

有形固定資産の売却による収入 3,571 104

無形固定資産の取得による支出 △1,544 △6,908

投資有価証券の取得による支出 △6,160,802 △2,936,000

投資有価証券の償還による収入 4,375,000 3,400,000

供託金の預入による支出 △104,000 △200,100

供託金の払戻による収入 80,000 －

その他の支出 △90,053 △66,765

その他の収入 20,726 46,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △940,196 460,933

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △274,019 △228,159

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 △228,159

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） △701,254 784,632

現金及び現金同等物の期首残高 3,315,595 2,943,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,614,340 3,728,208
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

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〕 
前第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） 

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

 
当第３四半期連結累計期間（自 平成 21年 4 月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 
冠婚事業

（千円） 

葬祭事業

（千円）

互助会 

事業 

（千円）

介護事業

（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）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 579,954 5,014,039 6,322 633,797 3,240 6,237,355 － 6,237,355

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 188,938 － － 188,938 (188,938) －

計 579,954 5,014,039 195,261 633,797 3,240 6,426,293 (188,938) 6,237,355

営業利益（又は営業損失） 94,606 1,149,174 76,627 37,537 △5,025 1,352,921 (604,780) 748,140
 
（注）事業区分の変更 
    従来、「介護事業」は「その他の事業」に含めておりましたが、全セグメントの売上高の合計

に占める割合が 10％以上となったため、当第１四半期連結累計期間より区分表示することに変
更しました。この結果、従来の方法と比較して、前第３四半期連結累計期間における「その他
の事業」の売上高は、631,656 千円減少し、営業利益（又は営業損失）は、8,376 千円減少して
おり、「介護事業」については、それぞれ同額増加いたします。 

 
 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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