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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80期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第79期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収益（千円） 4,399,446 19,238,818

経常利益（千円） 249,608 1,876,039

四半期（当期）純利益（千円） 84,245 824,529

純資産額（千円） 19,100,885 19,188,174

総資産額（千円） 26,087,706 27,361,252

１株当たり純資産額（円） 3,340.59 3,355.86

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
14.73 144.21

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 144.20

自己資本比率（％） 73.2 70.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△551,866 2,494,665

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△60,135 △970,618

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△443,507 △898,399

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,919,066 2,974,576

従業員数（人） 746 734

　（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．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．第80期第１四半期連結累計（会計）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、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。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 746 (698)

　（注）　従業員数は就業人員であります。また、従業員数欄の（外書）は、当第１四半期連結会計期間における臨時従業員

の平均雇用人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 45  

　（注）　従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【営業の状況】

(1） 営業実績

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める葬儀事業の割合がいずれも90％を超えるた

め、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

(2） 葬儀請負及び霊柩運送事業の状況

  当社グループの事業部門等のうち主な事業である葬儀請負及び霊柩運送事業に係わる葬儀請負施行件数及び

霊柩車運行回数の、当第１四半期連結会計期間におけるそれぞれの状況は次のとおりであります。

①　葬儀請負事業部門（会館別葬儀請負施行件数）

ア）㈱公益社

区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

式場数（式場） 施行件数（件）
前年同期比
（％）

稼働率（％）

大規模会館

千里会館、枚方会館、

西宮山手会館、

公益社会館天神橋

大式場 4 39 － 21.4

一般式場 15 496 － 72.7

支店・営業所付属会館

東大阪、堺、吹田、岸和田、

西田辺、用賀、玉出、城東、

宝塚、豊中、高槻、富雄、

守口、雪谷、明大前、

たまプラーザ、なかもず

一般式場 31 1,108 － 78.6

小計 　 50 1,643 － 72.2

その他（自宅、寺院等） 　 － 450 － －

合計 － 2,093 － －

イ）㈱葬仙

区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

式場数（式場） 施行件数（件）
前年同期比
（％）

稼働率（％）

支店・営業所付属会館

鳥取、吉方、岩美、米子、

安倍、福米、安来、境港、

余子、松江、比津、東出雲、

大東

一般式場 13 266 － 45.0

その他（自宅、寺院等） 　 － 53 － －

合計 － 319 － －

ウ）㈱タルイ
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区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

式場数（式場） 施行件数（件）
前年同期比
（％）

稼働率（％）

支店・営業所付属会館

舞子、大蔵谷、新明、林崎、

大久保、魚住、土山、

東加古川

一般式場 13 248 － 41.9

その他（自宅、寺院等） 　 － 7 － －

合計 － 255 － －

（注）１　稼働率＝施行件数÷基準件数×100

なお、式場利用は通常、通夜と葬儀の２日間にわたるため、基準件数は１式場２日間に１件の施行を標準と

して算出しております。

２　葬儀請負施行件数は、法事・法要件数を除いた件数を記載しております。

②　霊柩運送事業部門（霊柩車運行回数）

区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

車両数（台） 運行回数（回） 前年同期比（％） 稼働率（％）

宮型霊柩車 36 2,122 － 23.7

洋型霊柩車 18 1,829 － 37.8

バン型寝台車 32 3,560 － 40.8

合計 86 7,511 － 33.4

（注）　稼働率＝運行回数÷基準運行回数×100

　なお、基準運行回数は１台１日３回の運行を標準として算出しております。

２【経営上の重要な契約等】

（子会社）

連結子会社の合併

　当社は、平成20年７月18日開催の取締役会において、平成20年10月１日を期日として、当社の100％出資子会社である

株式会社公益社とエクセル・ロジ株式会社を合併することを決議し、平成20年８月１日に合併契約を締結しました。

　詳細は、「第５　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速が懸念さ

れるなか、エネルギー・原材料価格の高騰に伴うコスト増を主因として、企業収益は急速に落ち込み、企業の景況感も

大幅に悪化しました。個人消費も、物価上昇率の加速に伴う実質所得の減少や消費者心理の悪化などから弱含んでい

ます。このように、景気の下振れリスクと物価の上振れリスクとを抱え、日本経済の先行き不透明感が強まりました。

　葬祭業界では、葬儀の小型化傾向を背景に、各社が設備面・サービス面での家族葬ニーズへの対応を模索しながら激

しい競争を続けています。葬祭サービスに対する消費者の透明性や合理性の要求に応えるのはもちろんのこと、各企

業のコンプライアンスや社会的責任（ＣＳＲ）への取り組みが問われる時代になりつつあります。また、故人の個性

を尊重し、家族のニーズを汲み取った柔軟で多様性のあるセレモニーの創造力や提案力が個人葬の分野でもますます

求められるようになっています。

　このような環境のもと、中核会社である㈱公益社の関西での葬儀受注件数の減少を主な要因として、営業収益は43億

99百万円となりました。

　㈱公益社の４月～６月の葬儀請負の営業収益は、件数が前年同期比118件、5.3％の減少と低調でした。首都圏では前年

同期比件数を伸ばしましたが、関西では逆に落ち込みました。単価水準の高い首都圏の葬儀の営業収益構成比が高

まったため、㈱公益社全体の単価はやや上昇しましたが、減収要因のほとんどは関西での件数の落ち込みによるもの

です。

　費用につきましては、前年同期の葬儀受注における特殊要因（大規模葬儀１件の不採算受注）がなくなったため数

値上の改善がみられ、営業費は36億90百万円にとどまりました。販売費及び一般管理費は４億49百万円でした。この結

果、営業利益率は5.9％、営業利益は２億59百万円となりました。

　営業外損益につきましては、借入金残高の減少に伴い支払利息が20百万円となり、そのため経常利益は２億49百万円

となりました。

　さらに、千里会館の新築建て替えに伴う損失が発生した前年同期に比べて固定資産除却損が減少し、特別損益が黒字

化したこと等により税金等調整前四半期純利益が２億56百万円となり、その結果、四半期純利益は84百万円となりま

した。

(2）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、260億87百万円となり、前連結会計年度末比12億73百万円減少しました。

流動資産は31億６百万円となり、10億64百万円減少しました。主な要因は、当第１四半期連結会計期間において賞与、

配当、税金等の支払及び借入金の返済に手元資金を使用したことにより現金及び預金が10億55百万円減少したためで

す。固定資産は229億81百万円となり、２億８百万円減少しました。主な要因は、設備投資額を上回る減価償却の進行に

より有形固定資産が１億26百万円減少したこと及び償却によりのれんが51百万円減少したためです。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、69億86百万円となり、前連結会計年度末比11億86百万円減少しました。

流動負債は28億90百万円となり、９億10百万円減少しました。主な要因は、税金等の支払により未払法人税等が６億46

百万円減少したこと及び賞与引当金が２億29百万円減少したためです。固定負債は40億96百万円となり、２億76百万

円減少しました。主な要因は借入金の返済により長期借入金が２億43百万円減少したためです。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は191億円となり、前連結会計年度末比87百万円減少しました。主な要因

は、四半期純利益により84百万円増加したこと及び配当金支払により１億71百万円減少したためです。この結果、自己

資本比率は前連結会計年度末の70.1％から73.2％となりました。
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(3）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より10億55

百万円減少し、19億19百万円となりました。

　当第１四半期連結会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）

　営業活動による資金の減少額は５億51百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益２億56百万円、減価

償却費１億89百万円、のれん償却額51百万円の計上と売上債権の減少額１億４百万円等による増加、賞与引当金の減

少額２億29百万円、役員賞与引当金の減少額84百万円、法人税等の支払額７億50百万円と未払消費税等の減少額92百

万円等の減少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）

　投資活動による資金の減少額は60百万円となりました。主な要因は、子会社の店舗移設等の有形固定資産の取得によ

る支出54百万円等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）

　財務活動による資金の減少額は４億43百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出２億93百万

円、配当金の支払額１億71百万円等によるものであります。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいて

は株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えておりま

す。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主の皆様の意思に基づき行な

われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値

ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株

式の大量買付の中には、その目的、態様等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株

主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について

検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収

者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価

値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社では企業価値の確保・向上に努めておりますが、特に、当社の企業価値は、①葬儀に直接携わる人材、②立地や内

部設備面で利便性の高い葬祭専用施設、③葬祭サービスの主要構成部分（車両運行、生花・料理、補助スタッフ、返礼

品・仏壇等）の調達力、④長年の施行経験に基づく運営ノウハウ、及び⑤企業の担当部門との人的な信頼関係や「社

葬セミナー」の企画運営力等に裏打ちされた営業力等をその源泉としております。当社株式の大量買付を行う者が当

社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益は毀損されることになります。

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗をすることに

より、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

　

②　基本方針実現のための取組みの具体的な内容

（a)　基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、当社の企業価値を向上し、上記基本方針を実現するため、葬祭サービスの質の向上に対しては飽くことのな

い取組みを続け、平成12年11月にはISO9001品質マネジメントシステムを導入、「お客様の安心を保証・お客様の信頼

を獲得・お客様の満足を創造」という品質方針のもと、個人葬から社葬・団体葬など大規模葬儀まで、あらゆる葬祭

ニーズに対して質の高いサービスの提供に努めるとともに、平成13年12月にはエンバーミング（遺体衛生保全）サー

ビスの導入等による高付加価値化を図っております。

　また、葬祭サービスを担うのは「人」であるという観点から、奉仕精神のある人の採用に努めるとともに、社員教育

専任部署を設け、新卒定期採用者を一人前の葬祭ディレクターに育成する研修プログラムを開発、実施するとともに、

平成14年７月には、独自の資格認定制度であるスペシャリスト制度を導入する等、人材育成システムの構築に力を注

いで葬祭サービスの質を高めております。
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　さらに、物的施設面でも、立地や内部設備面で利便性の高い葬祭専用施設の展開に注力しており、平成17年９月には

横浜エリアで初めての自社所有会館として「公益社会館　たまプラーザ」をオープンしたほか、平成19年１月には、従

来から関西における旗艦店であった「公益社　千里会館」を、当社グループの経験とノウハウを注ぎ込んで新築建て

替えし、総床面積約7,000㎡、社葬・お別れ会に対応する大式場まほろばのほか、家族葬にも対応できる４つの式場を有

する新しい「公益社　千里会館」としてオープンしております。

　また、企業集団の形成としては、平成16年10月１日からの持株会社体制への移行により、異業種分野との提携やＭ＆

Ａ等積極的な戦略手段の実行が容易となり、これまでに葬祭会社２社を完全子会社化いたしました。今後も、社会の変

化に伴う経営環境の絶え間ない変化に対して積極的に適応し、グループの発展をより力強いものとしていく企業集団

であり続けたいと考えております。

　その他、当社は、コーポレート・ガバナンス強化・充実のため、平成10年から執行役員制度を導入、取締役と執行役員

について業績連動報酬制度を導入、平成13年の定時株主総会において取締役の任期を２年から１年に短縮することに

より、意思決定の迅速化と経営責任の明確化を図るとともに、平成18年５月の取締役会において決定した、内部統制シ

ステム構築の基本方針の下、「燦ホールディングスグループ　コンプライアンス行動規範・行動基準」を制定し、コン

プライアンス委員会によりこれを周知徹底し、体制の維持・向上を図っております。

　当社は、これらのことを進めることにより、企業価値の向上に努め、基本方針の実現に邁進しております。

（b)　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

　当社は、平成19年５月17日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」

（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議し、本プランについて株主の皆様のご意思を反映すべく、第78期定時

株主総会において本プランについての当社株主の皆様のご意思をお諮りさせていただきました。

　本プランは、当社が発行者である株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（当社取締役会が

友好と認めるものを除き、以下「買付等」と総称します。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」と

いいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時

間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉を行うことなどを

可能とし、また、上記方針に反し当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することにより当社の企

業価値・株主共同の利益を確保、向上させることを目的としております。

　本プランは、買付等のうち、a.当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

等、又はb.当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券

等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けを対象とします。当社は、当社の株券等について買付等が行われる場

合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必要な情報及び本プランに規定する手続を遵守する旨の誓

約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等から提出された情報や当社取締役会からの意見や根拠

資料、代替案(もしあれば）等が、独立社外者から構成される独立委員会に提供され、その判断を経るものとします。独

立委員会は、外部専門家等の助言を独自に得たうえ、買付内容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者

等との協議・交渉、株主の皆様に対する情報開示等を行います。

　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の買付等の内容の検討の

結果、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合

など、本プランに定める要件に該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独

立委員会規則に従い、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

　この新株予約権には、買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が買付者等以外の者から当

社株式等と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当該買付者等以外の株主の皆

様は、原則として、新株予約権１個あたり１円を下限として当社株式の１株の時価の２分の１の金額を上限とする金

額の範囲内で当社取締役会が別途定める価額を払い込むことにより、新株予約権１個につき１株の当社普通株式を取

得することができます。

　当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施等の決議を行う

ものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断

する事項について、情報開示を行います。

　本プランの有効期間は、第78期定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までとしています。

　ただし、有効期間の満了前であっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プ

ランはその時点で廃止されることになります。
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　本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影響が生じ

ることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が権利行使期

間内に、金銭の払込その他新株予約権行使の手続を行わないと、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その

保有する株式が希釈化される場合があります（ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場

合、保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、原則として保有する当社株式全体の価値の経済的な

希釈化は生じません。）。

　なお、本プランの詳細は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.san-hd.co.jp/files/

070517bouei.pdf）に掲載する平成19年５月17日付プレスリリースにおいて開示されております。

　

③　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　②（a）に記載した企業価値向上への取組み及びコーポレート・ガバナンス強化のための取組みは、当社の企業価値

・株主共同の利益を継続的かつ安定的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、その内容も、前

記のとおり、飽くことのない品質向上、人的及び物的資産の拡充、異業種分野との提携やＭ＆Ａ等積極的な戦略手段等

を含む合理的なものであり、かつ、コーポレート・ガバナンス強化・充実にも配慮された公正なものであることから、

まさに当社の基本方針に沿うものであって、企業価値・株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではありません。

　また、②（b）に記載した本プランは、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みを具体化するものとして、企業価値・株主共同の利益を確保、向上させる目

的をもって導入されたものであり、第78期定時株主総会において株主の皆様にもご承認いただいております。その内

容も、合理的な客観的要件が設定されている上、その発動にあたっては、独立社外者によって構成される独立委員会の

判断を経ることが必要とされており、独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることもできることになっ

ております。また、その有効期間は第78期定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとされており、その期間途中であっても当社取締役会によりいつでも廃止でき

るとされています。

　従って、本プランは、公正性・客観性が担保されており、当社の基本方針に沿うものであって、企業価値・株主共同の

利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【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 21,000,000

計 21,000,000

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20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８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 6,082,008 6,082,008

東京証券取引所

市場第一部

大阪証券取引所

市場第一部

―

計 6,082,008 6,082,008 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日（平成16年６月25日）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 　500　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）  50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり2,518（注）２

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から

平成21年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格……2,518

資本組入額…1,259

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

株主総会の特別決議日（平成17年６月28日）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 500　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり2,538（注）２

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から

平成22年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格……2,538

資本組入額…1,269

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４
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株主総会の特別決議日（平成17年６月28日）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は100株であります。

２　株式分割および時価を下回る価額で新株を発行するとき（時価発行として行う公募増資、新株予約権および

新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新株発行前の株価

既発行株式数＋分割・新株発行による増加株式数

３　(1）新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役もしくは使用人

の地位を喪失した場合においても権利行使を認めるものとする。

(2）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本件新株予約権の相続は認めない。

(3）新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

(4）その他の条件については、本株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象の当社または子会社

の取締役もしくは使用人との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

４　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を得るものとする。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【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20年４月１日～
平成20年６月30日

― 6,082,008 ― 2,568,157 ― 5,488,615

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【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20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20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）
　（自己保有株式）

　普通株式　 　364,100
― ―

完全議決権株式（その他）  普通株式　 5,717,100 57,171 ―

単元未満株式  普通株式　　　　 808 ― ―

発行済株式総数 6,082,008 ― ―

総株主の議決権 ― 57,171 ―

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が2,900株（議決

　　　　権29個）含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20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　　(％)

（自己保有株式）

燦ホールディング

ス株式会社

大阪市中央区北浜

二丁目６番11号
364,100 ― 364,100 5.99

計 ― 364,100 ― 364,100 5.99

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高（円） 1,949 1,950 1,930

最低（円） 1,874 1,887 1,885

（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる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）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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 1,923,473 2,978,682

営業未収入金 422,559 526,942

商品 238,211 231,907

原材料 9,877 10,338

貯蔵品 18,960 20,050

その他 495,445 406,448

貸倒引当金 △2,317 △3,232

流動資産合計 3,106,209 4,171,137

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1,2
 8,751,756

※1,2
 8,866,749

土地 9,970,329 9,970,329

その他（純額） ※1
 273,223

※1
 284,789

有形固定資産合計 18,995,309 19,121,868

無形固定資産

のれん 1,607,452 1,659,292

その他 75,031 67,278

無形固定資産合計 1,682,483 1,726,570

投資その他の資産

長期貸付金 645,531 654,871

不動産信託受益権 632,988 655,969

差入保証金 649,726 652,838

その他 447,000 451,041

貸倒引当金 △71,543 △73,044

投資その他の資産合計 2,303,703 2,341,675

固定資産合計 22,981,496 23,190,115

資産合計 26,087,706 27,361,252
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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

営業未払金 580,171 629,059

短期借入金 ※3
 323,330

※3
 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,025,988 1,075,988

未払法人税等 62,272 709,260

賞与引当金 154,932 384,371

役員賞与引当金 13,801 98,100

その他 729,697 603,663

流動負債合計 2,890,193 3,800,442

固定負債

社債 1,500,000 1,500,000

長期借入金 2,373,046 2,617,043

退職給付引当金 20,608 19,936

その他 202,973 235,656

固定負債合計 4,096,627 4,372,635

負債合計 6,986,820 8,173,077

純資産の部

株主資本

資本金 2,568,157 2,568,157

資本剰余金 5,488,615 5,488,615

利益剰余金 11,905,434 11,992,724

自己株式 △861,322 △861,322

株主資本合計 19,100,885 19,188,174

純資産合計 19,100,885 19,188,174

負債純資産合計 26,087,706 27,361,252
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業収益 4,399,446

営業費用 3,690,674

営業総利益 708,772

販売費及び一般管理費

役員報酬 84,375

給料 88,126

賞与 15,748

賞与引当金繰入額 14,729

役員賞与引当金繰入額 13,801

のれん償却額 51,840

減価償却費 3,867

その他 177,246

販売費及び一般管理費合計 449,734

営業利益 259,037

営業外収益

受取利息 4,190

受取配当金 13

雑収入 9,541

営業外収益合計 13,746

営業外費用

支払利息 20,157

雑損失 3,018

営業外費用合計 23,175

経常利益 249,608

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,087

役員賞与引当金戻入額 13,500

特別利益合計 15,587

特別損失

固定資産売却損 30

固定資産除却損 9,043

特別損失合計 9,073

税金等調整前四半期純利益 256,122

法人税、住民税及び事業税 104,461

法人税等調整額 67,414

法人税等合計 171,876

四半期純利益 84,245
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６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 256,122

減価償却費 189,417

のれん償却額 51,840

有形固定資産除却損 6,694

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,415

賞与引当金の増減額（△は減少） △229,438

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △84,299

受取利息及び受取配当金 △4,204

支払利息 20,157

有形固定資産売却損益（△は益） 30

売上債権の増減額（△は増加） 104,383

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,753

仕入債務の増減額（△は減少） △48,888

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,442

未払役員退職金の増減額（△は減少） △5,480

その他 54,353

小計 211,077

利息及び配当金の受取額 2,725

利息の支払額 △15,633

法人税等の支払額 △750,035

営業活動によるキャッシュ・フロー △551,866

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 △300

有形固定資産の取得による支出 △54,096

有形固定資産の売却による収入 6

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 6,240

その他の収入 2,948

その他の支出 △14,434

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 23,330

長期借入金の返済による支出 △293,997

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,306

配当金の支払額 △171,534

財務活動によるキャッシュ・フロー △443,507

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） △1,055,509

現金及び現金同等物の期首残高 2,974,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,919,066
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【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】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、移動平均法による原価

法によっておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が適用されたことに

伴い、移動平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

　なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。

【簡便な会計処理】

　
　
　

当第１四半期連結会計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日）

固定資産の減価償却費の算定

方法

　定率法を採用している資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、8,708,943千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、8,642,554千円であ

ります。

※２　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記

帳額は、2,000千円であります。

※２　有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記

帳額は、2,000千円であります。

※３　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的

として、３金融機関との間でコミットメントライン契

約を締結しております。この契約に基づく当四半期連

結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

コミットメントの総額 2,000,000千円
借入実行残高 300,000千円

差引額 1,700,000千円

※３　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）

　資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的

として、３金融機関との間でコミットメントライン契

約を締結しております。この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントの総額 2,000,000千円
借入実行残高 300,000千円

差引額 1,700,000千円

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　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

（平成20年６月30日現在）　
現金及び預金勘定 1,923,473千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,406千円

現金及び現金同等物 1,919,066千円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　6,082,008株　　　　　　　　　　　　　　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　364,190株　　　　　　　　　　　　　　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　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20年６月25日
定時株主総会

普通株式 171,534 30 平成20年３月31日 平成20年６月26日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める葬儀事業の割合がいずれも90％を超える
ため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　本邦以外の国又は地域における売上高がないため該当事項はありません。

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　記載すべき事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　記載すべき事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

  記載すべき事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 3,340.59円 １株当たり純資産額 3,355.86円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 14.73円

なお、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、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。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益（千円） 84,245

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（千円） 84,245

期中平均株式数（株） 5,717,818

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　－
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　当社は、平成20年７月18日開催の取締役会において、当社

の100％出資子会社である㈱公益社とエクセル・ロジ㈱を

以下のとおり合併することを決議し、平成20年８月１日に

合併契約を締結しました。

１．合併の目的　

　当社グループ機能の再構築並びに経営の効率化を推し

進め、今後さらに競争力の高い事業体制の構築を目指し

ます。

２．合併の方法　

　㈱公益社を存続会社とする吸収合併方式で、エクセル・

ロジ㈱は解散いたします。

３．合併後の会社の名称　

　株式会社公益社

４．合併比率及び合併交付金　

　本合併は、当社の100％出資子会社同士の合併のため、合

併比率に関する取り決めはありません。

　また、合併交付金の支払は予定されておりません。

５．合併当事会社の主な事業の内容

(1）存続会社　　株式会社公益社

　事業の内容　葬儀の請負、葬儀関連商品の販売

(2）消滅会社　　エクセル・ロジ株式会社　

　事業の内容　葬儀関連商品等の管理・物流業務

６．合併期日　

　平成20年10月１日

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　　記載すべき事項はありません。
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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20年８月５日

燦ホールディングス株式会社  

 取締役会　御中 　 　

　 監査法人　トーマツ 　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 辻内　章　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 千﨑　育利　　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」に掲げられている燦ホールディングス

株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年６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及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、燦ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四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。

　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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