
  

 

平成19年３月期　第１四半期財務・業績の概況（非連結）
 平成18年８月３日

会社名　株式会社ラヴィス （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２４６５ ）

（ＵＲＬ　http://www.ravis.co.jp/　）  

代　　表　　者　　役職名　代表取締役社長　氏名　石 坂 勝 美 　

問合せ先責任者　　役職名　取締役経理部長  氏名　立 原  　昇   ＴＥＬ: （03）3570－0233

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　有

（内容）

 　　　　 税金費用は簡便法により計算し未払法人税等に計上しております。

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

 

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第１四半期 4,095 ( － ) 581 （ － ) 573 ( － ) 316 ( － )

18年３月期第１四半期 － ( － ) － ( － ) － ( － ) － ( － )

（参考）18年３月期 15,164  1,666  1,612  716  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第１四半期 3,103 83 － －

18年３月期第１四半期 － － － －

（参考）18年３月期 15,387 36 － －

　（注）１．平成18年３月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略して

　　　　  おります。

     　 ２．平成18年４月１日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当第１四半期末の

　　　　　発行済株式総数は50,915株増加し101,830株となっております。　

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

  当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇等の懸念材料があったものの、企業収益の改善と設備

投資の増加を背景に、雇用環境の改善を踏まえた個人消費の増加などに支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移いたし

ました。

　このような状況の中で、当社が運営する「ゲストハウスウエディング」の市場におきましても、引き続きお客様のご支

持を得ることができ、当社の業績は順調に推移いたしました。この結果、営業収益は4,095百万円、営業利益は581百万円、

経常利益は573百万円、第１四半期純利益は316百万円となりました。 
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(2）財政状態の変動状況                                                              　 (百万円未満切捨て）

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

19年３月期第１四半期 11,045 4,142 37.5 40,682 30

18年３月期第１四半期 － － － － －

（参考）18年３月期 11,796 3,904 33.1 76,685 27

 （注）１．平成18年３月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略して

　　　　 おります。

　　　 ２．平成18年４月１日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当第１四半期末の

　　　　 発行済株式総数は50,915株増加し101,830株となっております。

【キャッシュ・フローの状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第１四半期 △342 △689 △417 1,259

18年３月期第１四半期 － － － －

（参考）18年３月期 2,051 △2,559 1,905 2,709

 （注）　平成18年３月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しており

　　　　ます。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　①財政状態の変動状況

　　　当第１四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して751百万円減少し、11,045百万円となりました。そ

　　の主な内訳は、資産につきましては現金及び預金の減少1,449百万円、有形固定資産の増加298百万円、開業予定店

　　舗に係る建築協力金としての長期貸付金の増加257百万円等であります。

　　　負債は、前事業年度末と比較して990百万円減少し、6,902百万円となりました。その主な内訳は、買掛金の減少

　　188百万円、未払法人税等の減少453百万円、長期借入金の減少377百万円等であります。

　　　純資産は、前事業年度末と比較して238百万円増加し、4,142百万円となりました。その主な内訳は、利益処分に

　　基づく期末配当金及び役員賞与金による減少77百万円、四半期純利益による増加316百万円であります。

　②キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して1,449百万

　　円減少し、1,259百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第１四半期において営業活動の結果使用した資金は、342百万円となりました。その主な内訳は、税引前四半

　  期純利益が573百万円計上されたものの、法人税等の支払額が726百万円、仕入債務の減少額が188百万円となった

    こと等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）

 　　 当第１四半期において投資活動の結果使用した資金は、689百万円となりました。その主な内訳は、開業予定店

    舗に係る有形固定資産の取得による支出417百万円、建築協力金としての貸付金の支出257百万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）　

　　　当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は、417百万円となりました。その主な内訳は、長期借入金

　　の返済による支出377百万円等によるものであります。

 

○添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

以　上
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［参考］

平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

 営業収益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 7,650 690 240

通期 16,200 1,660 720

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,070円61銭

［業績予想に関する定性的情報等］

 　 平成19年３月期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、本資料の公表時点では業績予想の変更はござ

　いません。

 　 なお、業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後

　様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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１．（要約）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年３月期
  第１四半期末）

（参考）
平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ　流動資産   

１. 現金及び預金 1,259,399 2,709,000

２．売掛金 26,824 33,545

３．たな卸資産 67,442 56,806

４．その他 450,770 370,817

   貸倒引当金 △3,587 △4,098

流動資産合計 1,800,849 3,166,072

Ⅱ　固定資産   

 １．有形固定資産   

  (1) 建物 5,127,666 5,226,245

   (2) 構築物 566,936 580,612

   (3) 土地 462,857 462,857

   (4) その他 960,954 549,838

 有形固定資産合計 7,118,414 6,819,553

２．無形固定資産 89,671 96,111

 ３．投資その他の資産   

　(1) 敷金保証金 1,162,238 1,163,751

　 (2) 長期貸付金 350,838 92,926

 　(3) その他 543,182 478,596

　  　貸倒引当金 △20,080 △20,080

 投資その他の資産合計 2,036,178 1,715,194

固定資産合計 9,244,264 8,630,859

資産合計 11,045,113 11,796,931
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科目

当四半期
（平成19年３月期
  第１四半期末）

（参考）
平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

１．買掛金 558,853 746,903

２．１年内返済予定長期借入金 1,150,000 1,305,000

３．未払法人税等 286,023 739,882

 ４．前受金 1,273,559 1,203,246

 ５．その他 718,497 751,310

流動負債合計 3,986,935 4,746,341

Ⅱ　固定負債   

 １．長期借入金 2,185,500 2,408,000

 ２．社債 210,000 210,000

 ３．預り保証金 484,500 494,500

 ４．その他 35,499 33,659

固定負債合計 2,915,499 3,146,159

負債合計 6,902,434 7,892,501

（資本の部）   

 Ⅰ　資本金 － 1,041,490

 Ⅱ　資本剰余金 － 1,088,330

 Ⅲ　利益剰余金 － 1,774,610

資本合計 － 3,904,430

負債・資本合計 － 11,796,931

 （純資産の部）   

 Ⅰ　株主資本   

 　１．資本金 1,041,490 －

 　２．資本剰余金 1,088,330 －

３．利益剰余金 2,012,858 －

  株主資本合計 4,142,678 －

純資産合計 4,142,678 －

負債・純資産合計 11,045,113 －

 （注） １． 平成18年３月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略して

　　　　　 おります。

        ２． 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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２．（要約）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期
　第１四半期）

（参考）
平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業収益 4,095,398 15,164,264

Ⅱ　営業費用   

　挙式婚礼サービス原価 2,979,761 11,460,995

　　　その他の営業費用 533,992 2,037,121

営業費用合計 3,513,754 13,498,116

営業利益 581,644 1,666,148

Ⅲ　営業外収益 1,819 19,112

Ⅳ　営業外費用 10,067 72,308

経常利益 573,395 1,612,952

Ⅴ　特別損失 － 167,306

  税引前四半期（当期）純利益 573,395 1,445,646

  税金費用 257,332 729,069

  四半期（当期）純利益 316,063 716,576

 （注）　１． 平成18年３月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略して

　　　　　　おります。

 　　　　２． 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成19年３月期
　第１四半期）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前四半期（当期）純利益 573,395 1,445,646

  減価償却費 138,075 549,405

  貸倒引当金の増減額（△減少） △511 4,008

  売上債権の増減額（△増加） 6,721 △20,357

  たな卸資産の増減額（△増加） △10,635 △1,703

  仕入債務の増減額（△減少） △188,049 252,797

  前受金の増減額（△減少） 70,313 151,155

  その他 △196,712 368,512

小計 392,597 2,749,462

  法人税等の支払額 △726,898 △655,658

  その他収支（△支出） △8,213 △42,364

営業活動によるキャッシュ・フロー △342,514 2,051,439

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 △417,202 △1,716,855

  無形固定資産の取得による支出 △6,375 △42,109

  貸付による支出 △257,499 △91,849

  敷金保証金の差入による支出 △3,146 △491,890

  敷金保証金の戻入による収入 4,658 5,567

  預り保証金の返金による支出 △10,000 △389,250

  営業譲受による収入 － 166,837

投資活動によるキャッシュ・フロー △689,563 △2,559,549

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

  長期借入金の借入による収入 － 1,600,000

  長期借入金の返済による支出 △377,500 △1,420,000

  社債の償還による支出 － △140,000

  株式の発行による収入 － 1,865,774

  配当金の支払額 △40,022 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △417,522 1,905,774

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少） △1,449,600 1,397,664

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,709,000 1,311,335

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 1,259,399 2,709,000

 （注）　１． 平成18年３月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略して

　　　　　　おります。

  　 　　２． 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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