
日本で一番「ありがとう」と
言われる葬儀社を目指して

（証券コード  2485）第15期 株主通信
（2010年10月1日〜2011年9月30日）

株式会社



企業理念
日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社を目指して

ティアが選ばれる理由

安心 明瞭な価格・会員制度

便利 アクセスの良さ・充実した設備

真心 心のサービスを提供

拡がりゆくTEARの想い
「顧客第一主義を根幹に
葬儀ビジネスを通して社会に貢献する」

「ティア（TEAR）」は日本語に訳すと「涙」。
遺族の悲しみを和らげるお手伝いをしたい、
遺族の悲しみの涙に寄り添いたい、
また“お見送りする”ご遺族が旅立ちのときに
こぼすひと雫の涙を感じたい…
そんな想いが込められています。
サービス・価格・利便性…すべてにおいて
お客様の立場に立った葬儀ビジネスを提供し、
日本で一番「ありがとう」と言われる葬儀社を目指します。
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ごあいさつ
第15期は質の高いサービスの提供に努めるとともに

徹底した原価低減に努めました

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。
　このたびの東日本大震災により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。また、被災地の皆様の無
事をお祈りするとともに、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
　さて、当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災により経済活動は一時的に混乱したものの、生産活
動の改善や供給網の復旧等により景気は緩やかに回復しております。一方、電力供給抑制の長期化や為替・金
融市場の変動等を背景に、景気の先行きに対する不透明感は拭えない状況です。
　葬儀業界におきましては、全体の売上高、取扱件数は逓増しているものの、葬儀単価は逓減しております。
また、2011年8月に経済産業省より「ライフエンディング・ステージの創出に向けた報告書」が公表されたこと
から、業界の社会的役割はこれまで以上に高まるものと予想されます。
　かかる環境下、当社におきましては、引き続き新店舗を開設し、葬儀サービスの拡充に努めるとともに、既存店
舗のサービスレベルの増強や合理化を目的とした設備投資を実施いたしました。この結果、葬儀請負施行件数は
6,021件（前期比2.6％増）、売上高は78億26百万円（同2.4％増）となりました。利益面では売上原価率が前期に
比べ0.7％ポイント低下したものの、人件費や業務委託費用等が増加したこ
とにより、販管比率が前期に比べ1.4％ポイント増加いたしました。これによ
り、営業利益は7億35百万円（同4.6％減）、経常利益では6億61百万円（同
6.0％減）、当期純利益は3億54百万円（同12.5％減）となりました。なお、当
事業年度における剰余金の配当につきましては、期末配当金を1株当たり
30円とさせていただきましたので、あわせてご報告申し上げます。
　今後も当社は顧客第一主義を根幹に「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。

02



①サービス �葬儀施行技術のみならず徳育的な
観点を重視した「命」「心」の教育に加
え、究極のサービス業として果たす
べき使命についても徹底的に教育。

②価　　格 �入会金のみで葬儀に関する様々な特
典が受けられる独自の会員制度。ま
た、生前見積り等を通じて葬儀費用
の明確化・透明化を積極的に推進。

③利 便 性 �利用者のニーズに対応できる葬儀会
館を所有し、ドミナント出店により効
率性を高めた運営を実現。

　この戦略の基本方針を元に直営・FCによる積極的な出店を行い、徹底した
差別化戦略を展開しております。

　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向上」を戦略の基本
方針としております。

顧客第一主義の基本方針

人財教育 親  切

ティアの会

会員制度

納得いく価格
生前見積り

明瞭な価格体系

充実した設備
駐車場・控室、空調など

会館所有

近い
距離的負担の軽減

ドミナント出店

ティアアカデミー お客様の
心身の負担を軽減1

32

サービス

利便性価  格

顧 客

（件） （口）
0 1,000 2,000 3,000 4,000 7,0005,000 6,000 0 60,000 120,000 180,000

第1期  （1997.7～1998.5） 64
302
609
732

1,326
1,789
1,931

673（4ヶ月決算）

第2期  （1998.6～1999.5）
第3期  （1999.6～2000.5）
第4期  （2000.6～2001.5）
第5期  （2001.6～2002.5）
第6期  （2002.6～2003.5）
第7期  （2003.6～2004.5）
第8期  （2004.6～2004.9）

第11期（2006.10～2007.9）
第10期（2005.10～2006.9）
第9期（2004.10～2005.9） 2,407

3,110
3,680

第12期（2007.10～2008.9） 4,194
第13期（2008.10～2009.9）
第14期（2009.10～2010.9）

4,481

第1期  （1997.7～1998.5）
第2期  （1998.6～1999.5）
第3期  （1999.6～2000.5）
第4期  （2000.6～2001.5）
第5期  （2001.6～2002.5）
第6期  （2002.6～2003.5）
第7期  （2003.6～2004.5）
第8期  （2004.6～2004.9）
第9期（2004.10～2005.9）

第11期（2006.10～2007.9）
第10期（2005.10～2006.9）

第12期（2007.10～2008.9）
第13期（2008.10～2009.9）
第14期（2009.10～2010.9）

289
801
2,195

17,955
30,249

52,117
64,604
75,479（4ヶ月決算）
87,168

100,890
110,306
120,912

135,169

第15期（2010.10～2011.9）
5,867 154,620
6,021 第15期（2010.10～2011.9） 175,577

●葬儀件数 ●ティアの会会員加入累積数

戦略の基本方針
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岐阜

三重
愛知

守山区北区

東区
中区中村区

中川区 熱田区 瑞穂区
昭和区

南区

緑区

港区

天白区

千種区 名東区

西区

名古屋市

和歌山

◉名古屋

大阪

愛知　
◦ティア西枇杷島
◦ティア甚目寺
◦ティア蟹江
◦ティア豊明
◦ティア瀬戸南
◦ティア知立
◦ティア岡崎南
◦ティア豊橋
◦ティア豊橋南
◦ティア春日井
◦ティア半田南
◦ティア西尾
◦ティア岡崎北
◦ティア豊橋西
◦ティア新瀬戸
◦ティア岡崎中央
◦ティア知多
◦ティア東海

三重
◦ティア桑名
◦ティア津

和歌山
◦ティア橋本

岐阜　
◦ティア長良
◦ティア又丸
◦ティア加納
◦ティア芥見
◦ティア各務原
◦ティア養老

大阪
◦ティア門真
◦ティア泉大津
◦ティア貝塚
◦ティア千代田
◦ティア富田林
◦ティア住之江
◦ティア藤井寺
◦ティア美原
◦ティア大野芝

愛知県を中心にぞくぞくオープン
ドミナント出店による葬儀会館ティアのネットワーク
当事業年度（第15期）はティア創業以来最多の9店舗を出店。

ネットワーク

名古屋
◦ティア黒川
◦ティア守山
◦ティア大幸
◦ティア四軒家
◦ティア浄心
◦ティア中村
◦ティア山王
◦ティア中川
◦ティア港
◦ティア名港
◦ティア熱田
◦ティア笠寺
◦ティア緑
◦ティア相生山
◦ティア御器所
◦ティア瑞穂
◦ティア名東
◦ティア栄生

※2011年11月30日現在。最新の出店状況につきましてはホームページをご覧ください。

◦ティア岡崎中央
愛知県岡崎市島町

◦ティア大野芝
大阪府堺市中区大野芝町

◦ティア知多
愛知県知多市新知

◦ティア東海
愛知県東海市名和町

第15期（2011年9月期）の新
規出店
第16期（2011年11月末）現在
の新規出店
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　旦那様は38歳の若さで不慮の事故に巻き込まれ、奥様を残したまま先立た
れてしまいました。奥様は結婚してこれまでの間、旦那様に何一つしてあげられ
なかったと悔やまれ、深い悲しみに包まれておりました。遺影写真用に預かった
結婚式の写真からも二人が愛し合い、幸せな生活を送っていたことが伝わって
きます。そして、その写真には旦那様から奥様へ永遠の愛を誓うブーケが写っ
ておりました。そこで、私は直ぐに写真と同じブーケを手配し、最後のお別れの
時に奥様へそっと手渡しました。奥様はそのブーケを永遠の愛の証しとして、旦
那様へ贈られました。

妻から夫へ。感謝の気持ちを込めて・・・

　お通夜終了後にご親族から「入院以来、何も食べてなくて」「亡くなった父はス
イカが好きでした」ということを聞いた私は、勤務終了後にスーパーへ駆けつけ
ました。季節は冬でお通夜が終了した時間帯でしたので、開店しているお店も限
られ、その日は見つけることができませんでした。翌日、朝一番からスーパー巡
りを始めたところ、ついにスイカを販売しているスーパーを見つけることができ
ました。すぐに購入して持ち帰り、祭壇にお供えさせていただいたところ、親族の
方々はとても喜んでくれて「父も大変喜んでおります」との言葉をいただきました。

季節外れのサプライズ

　突然、なんの前触れもなくご主人様が急逝され、アメリカに嫁いだ娘さんは
葬儀に参列することができず、悩み・悲しんでいたそうです。親族の皆さんはパ
ソコンを式場にセットし、アメリカに居ながら娘さんが参列できないものかと試
みたものの、うまく行かず半ば諦めざるをえない状況でした。相談を受けた私
は本社と連携し、葬儀会場内にパソコンを設置し、アメリカと通信できる環境を
整えました。これにより、遠い異国にいる娘さんも葬儀に参列し、お父様へお別
れの言葉を贈ることができました。

アメリカに在住する娘さんが葬儀に参列

感動葬儀エピソード

勝山支配人

松村支配人

古田スタッフ
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IR活動
　当社は当事業年度も積極的にIR活動を実施いたしました。個人投資家向けIR活動としましては、
「名証IRエキスポ2011」への出展に加え、会社説明会を東京3回・名古屋2回・大阪1回の合計6回開
催いたしました。また、機関投資家対応では、11月・5月の決算発表に伴い、「決算説明会」を開催する
とともに、機関投資家を訪問し個別のミーティングを行う等、積極的なIR活動に努めました。

　2011年7月15日、16日に名古屋証券取引所が
主催する「名証IRエキスポ2011」に出展いたしま
した。同イベントは、今年で18回目を数え、来場者
は個人投資家・証券専門家が中心であり、2日間
の入場者数は延べ6,000名を超える程の大規模
な株式関連のイベントです。当社も上場来出展を
続けており、今年も2日間に亘りブースを設営し、
個人投資家対応を
行いました。また、
7月15日 に は 別
ブースにて3名の
機関投資家と個別
面談も実施いたし
ました。

　2011年8月30日には名古屋証券取引所が主催
する個人投資家向け会社説明会「サマーセミナー
2011」に参加いたしました。会場となった中電ホー
ルには約300名の個人投資家にお集まりいただ
き、約40分間に亘るプレゼンテーションを実施いた
しました。説明会では、冒頭でドキュメンタリー映画
「エンディングノート」の予告編を上映。テーマ性に
共感し、当社が中
部地区のスポン
サーとして応援す
る旨を説明する等、
これまでとは違う
雰囲気での説明会
となりました。

　2010年11月と2011年5月には、東海東京証券株式会社の東京本部に
おいて機関投資家向けの決算説明会を開催いたしました。社長の冨安がス
ピーカーとなり、決算の概況や取り巻く環境、戦略の基本方針と中長期展
望等、約40分間に亘るプレゼンテーションを実施いたしました。説明会の
合間には当社が求める人財論・組織論、そして中長期展望等について、熱く
語る場面もありました。

決算説明会

名証IRエキスポ サマーセミナー
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財務諸表

第11期
2007年9月期

第12期
2008年9月期

第13期
2009年9月期

第14期
2010年9月期

第15期
2011年9月期

1株当たり配当金（円） 2,000 2,500 2,500 30 30

2010年1月実施の
株式分割後ベース 20 25 25 30 30

配当金総額（百万円） 45 56 56 68 68

配当性向（％） 23.9 25.4 20.6 16.9 19.3

貸借対照表（要旨） 配当の状況  1株当たり配当金と配当総額の推移（単位：千円）
期別

科目
第15期

2011年9月30日現在
第14期

2010年9月30日現在

【資産の部】
流動資産 1,324,797 1,475,787
固定資産 5,974,118 5,240,523

有形固定資産 4,645,834 3,923,614
無形固定資産 193,302 246,094
投資その他の資産 1,134,982 1,070,815

資産合計 7,298,916 6,716,311
【負債の部】

流動負債 2,007,553 2,097,382
固定負債 3,206,005 2,819,383
負債合計 5,213,558 4,916,766
【純資産の部】

株主資本 2,085,354 1,799,595
資本金 580,750 580,750
資本剰余金 214,250 214,250
利益剰余金 1,290,430 1,004,640
自己株式 △75 △44

評価・換算差額等 2 △51
純資産合計 2,085,357 1,799,544
負債・純資産合計 7,298,916 6,716,311

（注）�記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

総資産
純資産

自己資本比率

（百万円） （％）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

10

20

30

40

2010/92009/9

6,716
6,058 26.8
24.0

1,7991,451

2011/9

7,298
28.6

2,085

売上高 経常利益
当期純利益

（百万円）
売上高

（百万円）
当期純利益
経常利益

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

300

600

900

1,200

2010/92009/9

7,640
6,216

703

467 404
276

703

467 404
276

2011/9

7,826

661

354

661

354

1株当たり年間配当金（円）
※株式分割後ベース

配当金総額（百万円）

2008/9 2009/9 2010/92007/9

45
56 56

68

20 25 25 30

2011/9

68

30

総資産/純資産/自己資本比率 業績推移
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損益計算書（要旨）

株主資本等変動計算書（要旨）

（単位：千円）

（単位：千円）

期別
科目

第15期
自�2010年10月1日
至�2011年9月30日

第14期
自�2009年10月1日
至�2010年9月30日

売上高 7,826,697 7,640,000
売上原価 5,298,822 5,228,124

売上総利益 2,527,875 2,411,875
販売費及び一般管理費 1,792,162 1,640,876

営業利益 735,713 770,999
営業外収益 16,179 19,360
営業外費用 90,356 86,914

経常利益 661,536 703,445
特別利益 2,192 1,097
特別損失 51,272 2,598

税引前当期純利益 612,456 701,944
法人税、住民税及び事業税 305,790 312,691
法人税等調整額 △47,462 △15,469
当期純利益 354,129 404,722

（注）�記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

（注）�記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

第15期　自 2010年10月1日　至 2011年9月30日

科目

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本準備金 資本剰余金

合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金
2010年9月30日残高 580,750 214,250 214,250 1,004,640 1,004,640 △44 1,799,595 △51 △51 1,799,544
事業年度中の変動額

剰余金の配当 △68,339 △68,339 △68,339 △68,339
当期純利益 354,129 354,129 354,129 354,129
自己株式の取得 △31 △31 △31
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 53 53 53

事業年度中の変動額合計 ー ー ー 285,790 285,790 △31 285,759 53 53 285,813
2011年9月30日残高 580,750 214,250 214,250 1,290,430 1,290,430 △75 2,085,354 2 2 2,085,357

キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円）

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

現金及び現金同等物の状況

期首残高

183
減少

1,184

596

△919

138

1,001

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
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会社概要 株式の状況

会社の概況（2011年9月30日現在） 株式の状況（2011年9月30日現在）

所有者別株式分布状況（2011年9月30日現在）取締役および監査役（2011年9月30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

……………………9,100,000株
……………………2,278,000株

……………………………………1,509名

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

冨安　徳久
深谷　志郎
岡留　昌吉
宮﨑　芳幸
山本　克己
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

●金融商品取引業者
　1,238株/0.05％

●金融機関
　8,400株/0.37％

●その他国内法人
　1,223,300株/53.70％

●個人・その他
　1,045,021株/45.87％

●自己名義株式
　41株/0.00％

大株主の状況（2011年9月30日現在）

1 株式会社夢現 974,000 42.75
2 名古屋鉄道株式会社 160,000 7.02
3 冨安　徳久 115,000 5.04
4 横山　博一 110,000 4.82
5 内堀　弘 89,000 3.90
6 ティア社員持株会 56,400 2.47
7 阿部　重治 52,400 2.30
8 池戸　正勝 42,000 1.84
9 深谷　志郎 33,000 1.44

10 在間　文人 26,500 1.16

株主名 所有持株数（株）持株比率（％）
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インフォメーション

株主メモ 株主優待のご案内

株主優待制度変更のお知らせ

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）

名古屋証券取引所　市場第二部
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

株主優待券の贈呈は、2010年3月31日（第14期第2
四半期末）現在の株主名簿に記録された株主様への贈
呈をもちまして廃止することといたしました。なお、これ
までに発行いたしました株主優待券については、券表面
に記載された有効期限までご利用いただけます。

対象株主様 有効期限
2009年3月31日現在の株主様 2011年5月20日まで
2009年9月30日現在の株主様 2011年11月30日まで
2010年3月31日現在の株主様 2012年5月20日まで

※ 株主優待券ご利用条件の詳細につきましては、当社ホームページ
http://www.tear.co.jp/ir/pdf/yutaiken_riyo.pdf　をご覧くだ
さい。

見本
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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 /

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示されるアンケートサイト
にてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝
（図書カード500円）を進呈させていただきます

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着
してから約2ヶ月間です。

Yahoo!、MSN、exciteのサイト内にある検索窓に、いいかぶ
と4文字入れて検索してください。いいかぶ 検索検索

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　2485

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株主リサーチ」サービスによ
り実施いたします。（株式会社 a2mediaについての詳細 http://www.a2media.co.jp） ※ご回答内容は
統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

ホーム ペ ージ のご 紹 介
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/

生前見積りティアFCサイト

ティアIR情報


