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コーポレートメッセージ

参列される方、お一人おひとり、それぞれが、故人様へさまざまな想いを抱かれています。
もう会うことのない寂しさ、叶えられなかった約束への心残り、頼るべき存在を失った悲しみ…。

そして、良かったこと、そうでなかったこと、
さまざまな思い出が、心の中をかけめぐるでしょう。

それでも、ティアは信じます。

たった一度しかない人生を終えられた人の一生を振り返るとき、そこに、ともに同じ時代を生き、
ともに過ごしてくれたことへの感謝の言葉がきっと

自然にこみ上げてくることを。

「ありがとう。」

参列されたすべての方々が、その、最期の想いをしっかりと伝えられるご葬儀とさせていただくことが、ティアの使命です。

そのために、ティアは、ご遺族のお話をていねいにお聞きすることからはじめます。そして、生前の故人様に想いをはせ、
ご遺族の望まれるかたち、故人様の最期にふさわしいご葬儀となるよう全力で取り組みます。

二度とない最期の大切な時間、悔いを残されることのないよう、私たち一人ひとりが、培ってきたすべての知識を活かし、
故人様を想う心をこめて、一つひとつのご葬儀を務めさせていただきます。

2010年9月期

2011年9月期

2012年9月期

2013年9月期

5,867 154,620

6,021

6,417

7,301

175,577

196,411

238,6322014年9月期

2010年9月期

2011年9月期

2012年9月期

2013年9月期

2014年9月期

6,862 218,446

葬儀件数 （件） 「ティアの会」会員加入累積数 （口）
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ごあいさつ
第18期は中長期目標200店舗体制の実現を目指すべく、

6項目の戦略テーマを推進いたしました。

株式会社ティア 代表取締役社長

　株主の皆様には格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　当社は、2014年６月23日付で東証一部、名証一部へ上場いたしました。これもひとえ
に、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様のご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げ
ます。
　当事業年度につきましては、直営３店舗、フランチャイズ２店舗を開設し、期末会館数は
73店舗となりました。また、葬儀ニーズの多様化に対応するために既存会館２店舗の改装
工事を行い、小規模葬儀に対応した設備を増設いたしました。業績面では、葬儀請負件数
は7,301件（前期比 6.4％増）となり、売上高は95億27百万円（前期比6.8％増）、経常利
益は9億25百万円（同9.3％増）、当期純利益は5億48百万円（同6.0％増）となりました。
　なお、当事業年度における期末配当金につきましては、東証一部上場記念配当を含み、
１株当たり７円（普通配当５円、記念配当２円）とし、中間配当金を含む年間配当金を12円と
させていただきましたので、ご報告申し上げます。
　今後も「日本で一番『ありがとう』と言われる葬儀社」を目指してまいります。株主の皆様
におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

売上高 （単位 ： 百万円） 経常利益 （単位 ： 百万円） 当期純利益 （単位 ： 百万円）

2010年
9月期

2011年
9月期

2012年
9月期

2014年
9月期

2013年
9月期

7,640 7,826 8,355
9,527

8,919

2012年
9月期

2011年
9月期

2010年
9月期

2013年
9月期

2014年
9月期

404
354

548
517

418

2012年
9月期

2011年
9月期

2010年
9月期

2013年
9月期

2014年
9月期

703 661

925
846798

02



サービス

顧客

価　格 利便性

• 「究極のサービス業」として果たすべき使命
• 人財教育システム「ティアアカデミー」

• 充実した設備の葬儀専門の
会館を所有
• ドミナント出店による
効率的な会館運営

• 独自会員システム
「ティアの会」
• 明瞭な価格体系による
葬儀費用の透明化

当社の対応方針

儀式の簡素化と
　　葬儀の小規模化

規制・業界の適正化と
　　サービスの質的向上

地域との関係強化と
　　QOL向上の取り組み

• 小規模会館の積極的な出店
• 既存会館の計画的な改装

• サービスの提供機会の充実
• 徹底した人財教育

• 会員向けサービスの充実
• 葬儀に関する啓蒙活動の実施

　当社は「①徹底した人財教育によるサービスの向上」「②明瞭な価格体系による葬儀費
用の明確化」「③ドミナント出店による利便性の向上」を戦略の基本方針としております。

戦略の基本方針と会館ネットワーク

三つの戦略を基本方針とし直営・ＦＣ出店により他社との差別化を推進

■市場の変化と当社の対応方針
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第17期（2013年9月期）の新規出店
第18期（2014年9月期）の新規出店

名古屋市

愛知
三重

和歌山

岐阜

北区
守山区

名東区千種区東区
中区

中川区

港区
南区

緑区

瑞穂区
昭和区

熱田区
天白区

中村区

西区

埼玉

大阪
名古屋

詳細情報は

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の
一都三県での葬儀のご依頼には、公
営斎場や貸しホールなどを利用して
対応させていただいております。

ティア 会館 検索

直営店

FC店

2013年10月開設
ティア本陣（名古屋市中村区）

2013年12月開設
ティア松葉公園（名古屋市中川区）

2013年12月開設
ティア寝屋川（大阪府寝屋川市）

2014年3月開設
ティア半田北（愛知県半田市）

2014年8月開設
ティア垂井（岐阜県不破郡垂井町）

2010/9

73

2011/9 2012/9 2013/9 2014/9

直営 39

41

直営 27

FC 14

50

直営 29

FC 21

FC 34

68

直営 36

FC 32

62

直営 33

FC 29

会館数の推移（単位：店）
利便性 ドミナント出店による

葬儀会館ティアのネットワーク
第18期は直営3店舗、フランチャイズ2店舗を
開設し、期末会館数は73店舗となり、お客様の
利便性をさらに向上しております。
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　名古屋市立白山中学校（名古屋市中区）で2014年1月27日、30日の2日間に亘り行われました「命の授業」に協力いた
しました。「命の授業」は、同校の金子 英利教諭が、教職員を対象にした社会研修プログラムで当社を研修先として選択し
たことをきっかけに実現いたしました。
　「命の授業」は2部構成で行い、第1部は、金子教諭が授業を担当し、第2部では、当社社長の冨安が、葬儀会社社長とし
てのこれまでの経験を基に“命の尊さ”や“当たり前への感謝”などについて講演いたしました。

　埼玉県で展開しております「ティア越谷」「ティア鳩ヶ谷」の２会館限定で、「家族葬祭壇セッ
トプラン」を導入いたしました。従来の祭壇セットプランに加え、10名分の返礼品や通夜料
理、精進落し料理、飲料等をセットにした内容です。 
　「家族葬祭壇セットプラン」では、葬儀に必要となる物品やサービスの“基本祭壇まわりの
品目”と“祭壇の生花デザイン”により、「感謝葬30」「感謝葬36」「感謝葬56」「感謝葬76」の
４つのプランをご用意しました。

　TEAR+（ティアプラス）は「ティアの会」会員カードを使って、葬儀サービスの他に、「会員優待サービス」
「生き方応援ポイント」「保険サービス」「ラストメッセンジャーサービス」の４つのサービスが受けられる、お
得で便利なサービスです。
　会員優待サービス：グルメ、旅行、ショッピング、エンターテイメントなどさまざまなジャンルの提携先で
会員カードを提示するだけで、優待サービスが受けられます。
　生き方応援ポイント：「ティアの会」に入会するともれなく300ポイントがプレゼントされ、さらに入会し
たその日から、毎日１ポイントが貯まります。１ポイント=１円換算で、貯まったポイントはティア提携の通販会社でご利用可能です。
　保険サービス：ご家族の安心と最後まで自立した人生のための備えとして各種保険を取り扱っています。
　ラストメッセンジャーサービス：会員ご本人がご家族やご友人への想いを綴った手紙を、ご本人のご葬儀後にご家族にお届けするサー
ビスです。

①埼玉県内限定「家族葬祭壇セットプラン」

②暮らしにプラス“TEAR+（ティアプラス）”

トピックス1「命の授業」

新生ティア 第18期の主な取り組み
価　格 多様化する葬儀ニーズに対応すると共に、「ティアの会」の会員の皆様の

満足度向上にも務めてまいりました。

家族葬祭壇セットプラン“感謝葬76”

暮らしにプラス「ティアプラス」
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　葬儀を担当するセレモニーディレクターに求められる知識と技術の取得を目的に、
当社独自の検定制度「ティア検定」を設けております。研修生から「マスターセレモ
ニーディレクター」までに7段階のステップがあり、なかでも最上位資格となる「マス
ターセレモニーディレクター」の認定を受けるためには、外部機関が運営する葬祭ディ
レクター技能審査の1級に合格していることが条件となります。2014年6月に行われた
「ティア検定」では、3名が「マスターセレモニーディレクター」に認定されました。
　葬儀を担当するスタッフとして、高い技術と広い知識を持ち、同僚や後輩にとって
お手本となり、目標となるよう、そして何よりも3名の懸命な努力を称え、9月に全社
員が出席する全体会議において認定式が行われました。

①マスターセレモニーディレクター

サービス 3名のマスターセレモニーディレクターと新卒21名の仲間達が
誕生しました。

　2014年４月に21名の新入社員が入社いたしました。昨年までは５名前後の新卒
採用でしたが、今期は将来の出店を見据えて４倍近い新卒を採用いたしました。４
月入社後は、2カ月間に亘り、葬儀に関する知識や技術の教育に加え、ビジネスマ
ナーや徳育的な観点での研修が行われました。現在は会館で育成担当者の指導の
下、１日でも早く葬儀を担当できるよう、奮闘しております。

②ティアスタッフ21名が誕生

新しく誕生した21名の仲間達

全校生徒を対象に行われた「命の授業」の様子 「命の授業」を行う金子教諭

全体会議で行われた認定式の様子

　生徒からは「命は“当たり前”にあるもの
ではなく、先祖から代々続いてきた奇跡的
なものであることに気が付きました」「生き
ているということが幸せだと気付かされ
た」といった感想が多く寄せられました。
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当社は、「葬儀業界を変革する」という志から生まれた会社です。
葬儀業界で慣習となっていた不透明な価格設定や画一的なサービスをなくし、
ご遺族の悲しみに寄り添うことのできる質の高い葬儀サービスの提供を目指し、

これまで歩み続けてきました。
そしてこのたび皆様のご支援により、東証一部、名証一部の銘柄に指定されました。

今後も、ご遺族から求められる「真の葬儀サービス」を全国にお届けしたいと考えています。
「私達の『志』は、まだまだ途中です。」尊い命が繋がりゆく場面で、

故人様ならびにご遺族、ご親族、ご会葬者の皆様のために尽くしてまいります。
今後とも変わらぬご指導とご支援のほど、よろしくお願いいたします。

上場通知書贈呈式オープンプラットフォームでの記念撮影 打鐘セレモニーでの記念撮影

おかげさまで株式会社ティアは2014年6月

東京証券取引所・名古屋証券取引所
市場第一部に

上場いたしました。
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　2014年５月に「ティア中川」をリニューアルオープンいた
しました。「ティア中川」は、1998年１月に“ティア第１号店”
としてオープンした直営会館で、開館以来多くの皆様にご
利用いただいております。
　開館後初となる今回のリニューアルにより、近年件数が
増加傾向にある、故人の
ご家族や身近な友人・知
人のみで行う小規模な
葬儀“家族葬”から大規
模の葬儀まで、様々な
規模の葬儀に対応でき
る会館となりました。

2014年9月期

　18期は証券会社の支店を中心に、個人投資家向け会
社説明会を18回開催いたしました。また、「東証ＩＲフェスタ
2014」「名証ＩＲエキスポ2014」「日経ＩＲフェア2014」と
いった株式イベントにも積極的に出展いたしました。
　機関投資家対応では年２回の決算説明会に加え、30回
以上の個別ミーティングを実施いたしました。
　今後も当社の知名度の向上と認知度の浸透を目的に
積極的なＩＲ活動を実施してまいります。

18期も積極的にIR活動に取り組んで
まいりました。10月

11月
13日　個人投資家向け会社説明会
　むさし証券越谷支店
15日　決算説明会（アナリスト向け）
25日　個人投資家向け会社説明会
　日本IFA協会（さいたま市）
27日　個人投資家向け会社説明会
　いちよし証券越谷支店
29日　個人投資家向け会社説明会
　野村證券名古屋支店

11日　個人投資家向け会社説明会
　東海東京証券大阪支店

4月
3日　個人投資家向け会社説明会
　東海東京証券和歌山支店

6月
6日　個人投資家向け合同IR説明会
　モーニングスター（名古屋）
9日　個人投資家向け合同IR説明会
　モーニングスター（東京）

7月
12日　聞いて得する企業IRセミナー
　野村IR
15日　個人投資家向け会社説明会
　三菱UFJモルガン・スタンレー証券大宮支店
25日・26日　名証IRエキスポ2014

9月

20日　個人投資家向け会社説明会
　野村證券越谷支店

19日　個人投資家向け会社説明会
　野村證券堺支店8月

29日・30日　日経IRフェア2014

5月 15日　第2四半期決算説明会（アナリスト向け）

3月
3日　聞いて得する企業IRセミナー
　野村IR
4日　個人投資家向け会社説明会
　高木証券越谷支店
5日　名古屋銘柄3社合同IRセミナー 
　SMBC日興証券名古屋支店

2月 21日・22日　東証IRフェスタ2014 

12月
21日　中部地区個人投資家向け会社説明会
　日本経済新聞社名古屋支社主催

2013年

2014年

IR活動

家族葬に対応した「式場兼親族控室」

トピックス2「ティア第1号店を改装」

1月
22日　個人投資家向け会社説明会
　東海東京証券大宮支店
29日　個人投資家向け会社説明会
　東海東京証券春日部支店
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貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

期別
科目

第18期
2014年9月30日現在

第17期
2013年9月30日現在

【資産の部】
流動資産 1,633 1,368
固定資産 7,279 7,135
有形固定資産 5,789 5,625
無形固定資産 140 133
投資その他の資産 1,349 1,376

資産合計 8,913 8,504
【負債の部】
流動負債 2,430 2,142
固定負債 3,198 3,489
負債合計 5,628 5,631

【純資産の部】
株主資本 3,284 2,872
資本金 580 580
資本剰余金 214 214
利益剰余金 2,489 2,078
自己株式 △0 △0

評価・換算差額等 0 0
純資産合計 3,284 2,873
負債・純資産合計 8,913 8,504

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

詳細情報は ティア IR 検索財務データ

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

配当の状況  1株当たり配当金と配当金総額の推移

キャッシュ・フローの状況

2010/9 2011/9 2012/9

7.50

2013/9

7.50

2014/9

12.0010.008.75

68 68

109
91

79

1株当たり配当金（円）
※株式分割後ベース

配当金総額（百万円）

総資産/純資産/自己資本比率

2012/9 2013/9 2014/9

8,9138,504

3,2842,873

8,079

2,435

36.833.830.1

総資産（百万円） 自己資本比率（％）純資産（百万円）

（単位：百万円）

期首残高

193
増加

939

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

期末残高

1,150

△528
△428

1,133

現金及び現金同等物の状況
貸借銘柄選定 ： 当社は2014年8月19日に貸借銘柄に
選定されました。今回の貸借銘柄への選定は、当社株式
の流動性および需給関係の向上を促進し、売買の活性
化と公正な価格形成に資するものと考えております。

株式分割 ： 株主数の増加と流動性向上を目的に、
2014年10月1日付で1株につき2株の割合をもって株
式分割を実施いたしました。

トピックス3貸借銘柄選定・株式分割

※1株当たり配当金は2013年10月実施の株式分割後ベースです。
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会社の概況（2014年9月30日現在） 株式の状況（2014年9月30日現在）

取締役および監査役（2014年10月1日現在）

社名
資本金
本社

設立
代表者
取引銀行

事業内容

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株主数

……………………36,400,000株

……………………9,112,000株

……………………………………4,321名

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役
取締役
取締役
常勤監査役
監査役
監査役

冨安　徳久
岡留　昌吉
辻　　耕平
宮﨑　芳幸
山本　克己
古賀　一規
深澤　　廣
稲生　浩子
出口　紘一

株式会社ティア
5億8千万円
〒462-0841
愛知県名古屋市北区黒川本通三丁目35番地1
TEL（052）918-8200（代）
FAX（052）918-8600
1997年7月
代表取締役社長　冨安　徳久
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
りそな銀行
名古屋銀行
大垣共立銀行
葬儀・法要事業
仏壇・墓石販売
フランチャイズ事業

大株主の状況（2014年9月30日現在）

1 株式会社夢現 3,896,000 42.76
2 名古屋鉄道株式会社 640,000 7.02
3 冨安　徳久 459,100 5.03
4 内堀　弘 355,200 3.89
5 横山　博一 273,000 2.99
6 ティア社員持株会 183,900 2.01
7 深谷　志郎 132,000 1.44
8 在間　文人 119,000 1.30
9 花重美装株式会社 91,600 1.00
10 菊池　政一 73,200 0.80

株主名 所有持株数（株）持株比率（％）

会社概要 株式の状況

所有者別株式分布状況（2014年9月30日現在）

●金融商品取引業者
　25,237株/0.28％
●金融機関
　218,200株/2.39％

●その他国内法人
　4,967,800株/54.52％

●個人・その他
　3,856,628株/42.32％

●外国法人等
　43,400株/0.48％

●自己名義株式
　735株/0.01％

（株式分割考慮後18,224,000株）

（株式分割考慮後72,800,000株）
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株式会社 ティア
〒462-0841
名古屋市北区黒川本通三丁目35番地1
TEL：052-918-8200（代表）
URL：h t t p : / / w w w . t e a r . c o . j p /

株主メモ 株主優待のご案内
事 業 年 度

定時株主総会

期末配当金受領
株 主 確 定 日

中間配当金受領
株 主 確 定 日

株主名簿管理人
特別口座の
口座管理機関

同 連 絡 先

上場証券取引所

公告の方法

毎年10月１日から翌年9月30日まで

毎年12月

毎年9月30日

毎年3月31日

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL　0120-232-711（通話料無料）

東京証券取引所　市場第一部
名古屋証券取引所　市場第一部

電子公告　公告掲載URL　http://www.tear.co.jp
ただし、事故その他やむを得ない事由によ
り電子公告によることができないときは、
日本経済新聞に掲載する方法により行う。

（ご注意）
１．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、
原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ること
となっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せく
ださい。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできま
せんのでご注意ください。

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別
口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。な
お、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払
いいたします。

毎 年9月30日 現 在 の
株主名簿に記録された
100株以上保有の株主
様を対象といたします。

株主様の保有株式数 ご優待内容
   100株以上　1,000株未満 お米　  3kg
1,000株以上　3,000株未満 お米　  5kg
3,000株以上 お米　10kg

当社ホームページでは、葬儀に関す
る様々な情報をご提供しております。
ぜひご覧ください。
http://www.tear.co.jp/

ティアFCサイト

ティアIR情報

ティアプラス

ホーム ペ ージ のご 紹 介


