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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44期

第２四半期
連結累計期間

第45期
第２四半期
連結累計期間

第44期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９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) 4,603,027 4,423,392 9,669,111

経常利益 (千円) 855,872 702,903 1,927,664

四半期(当期)純利益 (千円) 501,429 410,818 1,121,254

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 495,886 400,237 1,162,815

純資産額 (千円) 12,339,547 13,157,168 12,888,270

総資産額 (千円) 28,556,530 29,022,759 29,357,849

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 38.18 31.28 85.37

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 43.2 45.3 43.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 397,059 69,194 1,481,336

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △202,295 △99,075 △442,883

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △131,025 △131,879 △248,873

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,767,449 6,331,529 6,493,289

　

回次
第44期

第２四半期
連結会計期間

第45期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.73 15.92

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．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。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理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の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

 （1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における日本経済の概況は、輸出が持ち直し各種政策の効果が発現する中

で家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復が期待されております。一方で海外景気の下振れが、引

き続き我が国の景気を下押しするリスクが散見される状況でありました。

　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の維持向上に努めてまいりました。

　

セグメントごとの業績は以下のとおりであります。

　

①　冠婚事業  

当事業では、第１四半期に引き続き、インターネット媒体を通じた一般婚礼の集客活動に注力をする

と共に、コルティーレ茅ヶ崎とロイヤルマナーフォートベルジュール共に小規模婚礼に対応したバン

ケットホールをよりプライベート感のある内装にリニューアルいたしました。

　また、商品力向上のために第１四半期に導入した光と音の空間を演出する「サウンド・ファンタジ

ア・ウェディング」等の新商品により、各媒体のビジュアル面の充実とインターネット媒体を中心とし

た広告の強化を行うと共に、フロントスタッフの新規応対・提案力強化の研修等を実施し一般婚礼の集

客増に努めた結果、婚礼情報数や予約数は前年同期比で増加し、現時点での下半期の一般婚礼予約組数

は前年並みとなりましたが、当第２四半期までの婚礼施行組数は減少となり、婚礼一組単価は列席者数

減少の中、増加となりました。

　その結果、売上高は189百万円（前年同期比23.0％減少）、経費面では継続的なコスト改善等に取り

組みましたが、営業損失は３百万円（前年同期は営業利益21百万円）となりました。

　

②　葬祭事業

　当事業では、前期開業の「湘和会館渋沢」が通年稼動を始めたほか、平成25年７月に貸切型の家族葬

専用式場として新葬祭施設「湘和会館辻堂元町」（藤沢市辻堂元町）をオープンしました。

　営業面では前期に引き続き商品やサービスをより具体的にイメージできるビジュアルツールを活用

し、当第２四半期は参加型葬儀の提案商品「花園」「追悼壇」などを通じて、潜在的な想いを確認する

「コンサルティング・セールス・トーク」研修による生前相談の対応を強化したほか、広告内容と量の

見直しを実施し施行件数増加に努めてまいりました。

EDINET提出書類

平安レイサービス株式会社(E05319)

四半期報告書

 3/22



　その結果、当第２四半期における主要営業エリアのシェア率は過去最高となった前年同時期と同水準

となり、死亡人口増加率も前年同期を上回ったため葬祭施行件数は増加し、当第２四半期連結累計期間

においても微増となりました。

　また、葬儀一件単価は会葬者数減少の影響により、前年同期比で減少しました。

以上の結果、売上高は3,723百万円（前年同期比3.6％減少）、営業利益は1,015百万円（前年同期比

7.2％減少）となりました。

　

③　互助会事業

当事業では、売上高119百万円（前年同期比11.6％減少）、営業利益は62百万円（前年同期比12.2％

減少）となりました。

　

④　介護事業

当事業では、高齢者向け賃貸住宅の広告強化により入居者数が順調に推移し、稼動率が向上した結

果、売上高は506百万円（前年同期比3.1％増加）、営業利益25百万円（前年同期比 44.5％増加）とな

りました。

　

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,423百万円（前年同期比3.9％減少）とな

り、経費面では電算システムのハード・ソフト全面入れ替え、子会社調理部門の効率化に関わる改修な

どの前年同期には発生していなかった費用が増加した事により、営業利益は640百万円（前年同期比

21.0％減少）、経常利益は702百万円（前年同期比17.9％減少）、四半期純利益は410百万円（前年同期

比18.1％減少）となりました。

なお、各事業の売上高、営業損益はセグメント間の取引による金額を含んでおります。

　
（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態は、総資産は前連結会計年度末に比較して335百万円の

減少となりました。流動資産では、法人税等の支払及び有形固定資産の取得により現金及び預金が154

百万円減少、有価証券が取得、償還、振替等により906百万円の減少となりました。また、投資その他

の資産では、投資有価証券が取得、振替等により584百万円増加しております。

　負債合計では、前連結会計年度末に比較して603百万円の減少となりました。流動負債では、法人税

等の納付により未払法人税等が245百万円減少いたしました。固定負債では、前払式特定取引前受金が

108百万円減少しております。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して268百万円の増加となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果、獲得した資金は69百万円（前年同期比82.6％減少）

となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益702百万円、減価償却費228百万円が計上された

一方で、前払式特定取引前受金の減少108百万円、未払金等、その他の流動資産・負債の増減による減

少183百万円、法人税等の支払538百万円が生じたことによるものであります。

投資活動の結果、使用した資金は99百万円（前年同期比51.0％減少）となりました。これは、主に定

期預金の預入、払戻による純額７百万円の支出、有形固定資産の取得による支出359百万円、投資有価

証券の取得、償還による純額304百万円の回収によるものであります。
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財務活動の結果、使用した資金は131百万円（前年同期比0.7％増加）となりました。これは、配当金

の支払131百万円によるものであります。

これにより、当第２四半期連結累計期間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

161百万円減少し、6,331百万円となりました。

　
(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 52,400,000

計 52,400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11月14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 14,667,000 14,667,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式
単元株式数は100株であり
ます

計 14,667,000 14,667,000 ― ―

　

(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９月30日 － 14,667,000 － 785,518 － 2,838,393
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成25年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

相馬　秀行 神奈川県中郡大磯町 2,327 15.87

小余綾弘産株式会社 神奈川県中郡大磯町 1,900 12.95

平安レイサービス株式会社 平塚市桜ヶ丘1番35号 1,532 10.45

BNP　PARIBAS　SEC　SERVICES
LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN
GLOBAL　CLIENT　ASSETS
（ 常 任 代 理 人 　香 港 上 海 銀
行　　   　　 東京支店）

LU　33 RUE　DE　GASPERICH,L-5
826　HOWALD-HESPERANGE,LUXEMBOURG
（東京都中央区日本橋３丁目11-1）

1,301 8.87

相馬　かね 神奈川県中郡大磯町 1,044 7.12

相馬　ちず子 神奈川県平塚市 438 2.99

山田　雅孝 神奈川県中郡大磯町 415 2.83

山田　たか子 神奈川県中郡大磯町 399 2.72

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目8-11 350 2.39

内堀　弘 石川県金沢市 332 2.27

計 ― 10,042 68.47

 (注) アバディーン　アセット　マネージメント　アジア　リミテッド及びその共同保有者であるアバディーン投信

投資顧問株式会社から、平成25年６月４日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成25年５月

23日現在で1,471,900株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在

における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 

また、スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成23年１月18日付で関東財務局長に提出された

大量保有報告書により平成23年１月14日現在で581,100株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社と

して当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記大株主の状況には含

めておりません。

 

なお、アバディーン　アセット　マネージメント　アジア　リミテッド及びその共同保有者であるアバディー

ン投信投資顧問株式会社及びスパークス・アセット・マネジメント株式会社の大量保有報告書の内容は以下の

とおりであります。

氏名又は名称 住　　　　　所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

（％）
アバディーン　アセット　マネー
ジメント　アジア　リミテッド
（Aberdeen　Asset　Management　
Asia　Limited）

21チャーチストリート　#01－01　キャピタ
ルスクエア２　シンガポール　049480

1,306 8.91

アバディーン投信投資顧問株式会
社

東京都港区虎ノ門一丁目２番３号虎ノ門清
和ビル

165 1.12

計 － 1,471 10.04

　 　 　 　

氏名又は名称 住　　　　　所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

（％）

スパークス・アセット・マネジメ
ント株式会社

東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシ
ティ大崎

581 3.96

計 － 581 3.96
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９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)
(自己保有株式）    
普通株式 1,532,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式          

 13,132,500
131,325

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式
普通株式          

1,600
― 同上

発行済株式総数 14,667,000 ― ―

総株主の議決権 ― 131,325 ―

(注) 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年９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(％)

平安レイサービス
株式会社

神奈川県平塚市
桜ヶ丘１番35号

1,532,900 － 1,532,900 10.45

計 ― 1,532,900 － 1,532,900 10.45

(注)  当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（自己株式等）」の欄に含めております。

　

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】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64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２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,607,439 6,452,774

売掛金 243,732 229,376

有価証券 7,207,190 6,300,339

商品及び製品 46,394 47,748

原材料及び貯蔵品 107,743 115,889

繰延税金資産 102,387 85,216

その他 103,931 162,318

貸倒引当金 △1,654 △1,637

流動資産合計 14,417,164 13,392,026

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,055,885 3,982,538

機械装置及び運搬具（純額） 73,777 83,697

工具、器具及び備品（純額） 161,378 162,224

土地 6,922,526 6,922,526

その他 32,656 147,265

有形固定資産合計 11,246,224 11,298,251

無形固定資産 45,414 38,481

投資その他の資産

投資有価証券 912,063 1,496,875

長期貸付金 39,500 30,000

長期預金 600,000 600,000

繰延税金資産 281,479 304,691

その他 1,816,002 1,862,432

投資その他の資産合計 3,649,045 4,293,999

固定資産合計 14,940,684 15,630,732

資産合計 29,357,849 29,022,759
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 214,242 171,598

未払法人税等 520,761 274,762

掛金解約手数料戻し損失引当金 9,712 7,682

その他 797,202 590,568

流動負債合計 1,541,917 1,044,611

固定負債

繰延税金負債 41,300 38,665

退職給付引当金 67,570 71,604

役員退職慰労引当金 86,102 85,764

資産除去債務 97,890 99,595

前払式特定取引前受金 14,609,274 14,500,625

その他 25,522 24,723

固定負債合計 14,927,660 14,820,979

負債合計 16,469,578 15,865,591

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 9,921,438 10,200,917

自己株式 △670,468 △670,468

株主資本合計 12,874,881 13,154,359

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,389 2,808

その他の包括利益累計額合計 13,389 2,808

純資産合計 12,888,270 13,157,168

負債純資産合計 29,357,849 29,022,759
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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 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 4,603,027 4,423,392

売上原価 3,199,056 3,133,345

売上総利益 1,403,970 1,290,046

販売費及び一般管理費
※1 592,807 ※1 649,372

営業利益 811,162 640,674

営業外収益

受取利息 12,823 14,958

受取配当金 1,582 1,748

掛金解約手数料 16,003 20,415

その他 32,531 31,368

営業外収益合計 62,940 68,490

営業外費用

供託委託手数料 2,831 2,834

掛金解約手数料戻し損失引当金繰入額 13,978 714

保険解約損 348 1,145

その他 1,072 1,566

営業外費用合計 18,230 6,262

経常利益 855,872 702,903

税金等調整前四半期純利益 855,872 702,903

法人税、住民税及び事業税 354,552 294,700

法人税等調整額 △109 △2,616

法人税等合計 354,443 292,084

少数株主損益調整前四半期純利益 501,429 410,818

四半期純利益 501,429 410,818
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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 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 501,429 410,818

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,543 △10,580

その他の包括利益合計 △5,543 △10,580

四半期包括利益 495,886 400,237

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 495,886 400,237

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 855,872 702,903

減価償却費 235,849 228,592

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は
減少）

13,978 △2,030

貸倒引当金の増減額（△は減少） 494 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,360 4,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,598 △337

受取利息及び受取配当金 △14,405 △16,706

売上債権の増減額（△は増加） △15,686 14,355

たな卸資産の増減額（△は増加） △409 △9,499

仕入債務の増減額（△は減少） △22,051 △42,643

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） △85,537 △108,649

その他 △124,352 △183,609

小計 846,515 586,392

利息及び配当金の受取額 19,489 21,751

法人税等の支払額 △468,945 △538,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 397,059 69,194

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 △34,660 △35,075

定期預金の払戻による収入 37,980 27,980

供託金の預入による支出 △960 －

供託金の払戻による収入 46,060 －

有形固定資産の取得による支出 △233,593 △359,611

有形固定資産の売却による収入 29 491

無形固定資産の取得による支出 △690 －

投資有価証券の取得による支出 △2,200,575 △3,300,408

投資有価証券の償還による収入 2,200,000 3,605,000

その他の支出 △36,972 △55,218

その他の収入 21,087 17,765

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,295 △99,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △131,007 △131,879

自己株式の取得による支出 △18 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △131,025 △131,879

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） 63,739 △161,759

現金及び現金同等物の期首残高 5,703,710 6,493,289

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,767,449 ※1 6,331,529
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

広告宣伝費 131,336　千円 140,033　千円

役員報酬 47,347 〃 46,973 〃

給与手当 208,801 〃 214,738 〃

退職給付引当金繰入額 17,398 〃 19,958 〃

減価償却費 18,907 〃 17,128 〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金 5,889,109　千円 6,452,774　千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△121,660　〃 △121,245　〃

現金及び現金同等物 5,767,449　千円 6,331,529　千円

　

EDINET提出書類

平安レイサービス株式会社(E05319)

四半期報告書

15/22



　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

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 配当の原資

平成24年６月23日
定時株主総会

普通株式 131,340 10 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

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11月８日
取締役会

普通株式 118,206 ９ 平成24年9月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

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 配当の原資

平成25年６月24日
定時株主総会

普通株式 131,340 10 平成25年３月31日 平成25年６月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

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11月７日
取締役会

普通株式 118,206 ９ 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金
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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 平成24年４月１日 至 平成24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)

合計

冠婚事業 葬祭事業 互助会事業 介護事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 245,658 3,862,262 1,907 491,130 4,600,958 2,068 4,603,027

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 132,780 ― 132,780 ― 132,780

計 245,658 3,862,262 134,688 491,130 4,733,739 2,068 4,735,808

セグメント利益 21,856 1,094,751 70,849 17,854 1,205,311 232 1,205,544

　　（注）「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ます。

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,205,311

「その他」の区分の利益 232

全社費用(注) △394,381

四半期連結損益計算書の営業利益 811,162

（注）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．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。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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)

合計

冠婚事業 葬祭事業 互助会事業 介護事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 189,215 3,723,077 2,682 506,270 4,421,245 2,146 4,423,392

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 116,418 ― 116,418 ― 116,418

計 189,215 3,723,077 119,100 506,270 4,537,664 2,146 4,539,810

セグメント利益又は損失(△) △3,521 1,015,812 62,209 25,807 1,100,308 333 1,100,641

　（注）「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ます。

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,100,308

「その他」の区分の利益 333

全社費用(注) △459,967

四半期連結損益計算書の営業利益 640,674

（注）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．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。
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(金融商品関係)

前連結会計年度末(平成25年３月31日)

　 　 　 　 (単位：千円)

科目 連結貸借対照表計上額 時価 差額 時価の算定方法

有価証券及び投資有
価証券

8,051,449 8,051,449 ― (注)

(注)   有価証券及び投資有価証券の時価の算定方法

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提

示された価格によっております。

　
当第２四半期連結会計期間末(平成25年９月30日)

有価証券、投資有価証券取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連

結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　 　 　 　 (単位：千円)

科目
四半期連結

貸借対照表計上額
時価 差額 時価の算定方法

有価証券及び投資有
価証券

7,729,410 7,729,410 ― (注)

(注)   有価証券及び投資有価証券の時価の算定方法

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提

示された価格によっております。

　

(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成25年３月31日)

１．その他有価証券で時価のあるもの

　

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 24,553 81,305 56,751

(2) 債券 　 　 　

　　　国債・地方債等 7,406,055 7,407,390 1,334

　　　社債 ― ― ―

　　　その他 600,000 562,754 △37,246

(3) その他 ― ― ―

合計 8,030,609 8,051,449 20,840
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当第２四半期連結会計期間末(平成25年９月30日)

その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

当該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が

認められます。

　
１．その他有価証券で時価のあるもの

　

区分 取得原価(千円)
四半期連結貸借対照表

計上額(千円)
差額(千円)

(1) 株式 24,553 74,848 50,294

(2) 債券 　 　 　

　　　国債・地方債等 7,300,657 7,301,322 664

　　　社債 ― ― ―

　　　その他 400,000 353,240 △46,760

(3) その他 ― ― ―

合計 7,725,211 7,729,410 4,199

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 38円18銭 31円28銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 501,429 410,818

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金額(千円) 501,429 410,818

普通株式の期中平均株式数(株) 13,134,037 13,134,033

(注) 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【その他】

　第45期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当について、平成25年11月７日開催の取

締役会において、平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこと

を決議いたしました。

　① 配当金の総額     　                       　118百万円

② １株当たりの金額                           　　　 ９円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成25年12月４日
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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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有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   水   野   雅   史   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   五　 十　 嵐　 　 徹　 印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月７日

平安レイサービス株式会社

取締役会  御中

　

　

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」に掲げられている平安レイサービ

ス株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

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連結財務諸

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連結財務諸表に対す

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、平安レイサービス株式会社及び連結子会社の平成25年９月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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