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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 9,041 ― 710 ― 772 ― 389 ―

20年3月期第1四半期 9,076 4.9 888 15.6 940 15.1 532 4.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 39.28 ―

20年3月期第1四半期 53.87 53.73

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

21年3月期第1四半期 22,268 14,109 63.4 1,423.81
20年3月期 22,512 13,992 62.2 1,411.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,108百万円 20年3月期  13,991百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 16,700 2.1 600 △14.2 600 △17.1 300 △13.4 30.27
通期 36,700 4.0 2,400 5.0 2,400 2.2 1,300 29.4 131.19

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
上記の予想に関する事項については２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  9,909,400株 20年3月期  9,909,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  124株 20年3月期  124株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  9,909,276株 20年3月期第1四半期  9,888,463株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不

安や原油価格・原材料価格の高騰などの影響により景気の減速懸念が高まってまいりました。

　このような状況のなかで、当社グループは、個性化・多様化するお客様のニーズに対応すべく、トータル・ブラ

イダル・ソリューションの実現とグローバル展開により、「お客様満足度の向上」と「感動の最大化」を図るため、

積極的に事業展開を行ってまいりました。

　国内挙式事業におきましては、前連結会計年度に新規開設した沖縄や福岡の挙式施設が本格稼動し、売上高の増

加に寄与しましたが、海外挙式事業におきましては、燃油サーチャージ料の上昇等の影響もあり、挙式取扱組数が

減少いたしました。

　以上の結果、当社グループの業績は、売上高9,041百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益710百万円（同20.1％

減）、経常利益772百万円（同17.8％減）、四半期純利益389百万円（同26.9％減）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 日本

　前連結会計年度に開設した沖縄や福岡の挙式施設の本格稼動により、挙式取扱組数が増加し、売上高は8,481百

万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は482百万円（同18.7％増）となりました。

② ハワイ

　自社教会の利用比率が増加し一組当たり単価が上昇しましたが、挙式取扱組数が減少したため、売上高は1,255

百万円（前年同期比23.9％減）、営業利益は135百万円（同50.3％減）となりました。

③ 中国

挙式取扱組数の減少に伴い、ウェディングドレスや写真アルバムの販売数が減少し、売上高は426百万円（同

12.3％減）、営業利益は6百万円（同87.0％減）となりました。

④ オセアニア

　挙式取扱組数が減少し、売上高は278百万円（同16.4％減）、営業損失は14百万円（前年同期　営業損失33百万

円）となりました。

⑤ ミクロネシア

　一組当たり単価が上昇しましたが、挙式取扱組数が減少したため、売上高は610百万円（前年同期比28.6％減）、

営業利益は72百万円（同51.7％減）となりました。

⑥ その他の地域

　香港店開設及びバリ挙式の営業再開により挙式取扱組数が増加し、また、ベトナム工場における操業度が上昇

したことにより、売上高は380百万円（同16.1％増）、営業利益は38百万円（同15.1％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当社グループの当第１四半期連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ55百万円減少し、6,602百万

円となりました。これは主に現金及び預金が372百万円減少したことによるものであります。固定資産は、前連結会

計年度末に比べ188百万円減少し、15,666百万円となりました。これは主に投資その他の資産が減少したことによる

ものであります。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ244百万円の減少となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ103百万円減少し、7,144百万円となりました。これは主に前受金の減少に

よるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ257百万円減少し、1,014百万円となりました。これは主

に長期借入金の減少等によるものであります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ361百万円の減少とな

りました。

　純資産残高は前連結会計年度末に比べ117百万円増加し、14,109百万円となりました。これは四半期純利益389百

万円や配当金148百万円の支払による利益剰余金の増加245百万円、為替相場の変動による為替換算調整勘定の減少

146百万円によるものであります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

現時点におきましては、平成20年５月８日発表の業績予想を変更しておりません。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当する事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

「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）を当第１四半期連結会計

期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更し

ております。

これにより、税金等調整前四半期純利益は、41,273千円減少しております。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

なお、これによる純資産に与える影響は軽微であり、損益に与える影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（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 3,167,949 3,540,756

売掛金 1,469,012 1,266,656

商品及び製品 311,256 346,383

仕掛品 17,963 23,347

原材料及び貯蔵品 482,816 560,668

その他 1,183,330 947,328

貸倒引当金 △30,152 △27,560

流動資産合計 6,602,177 6,657,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,323,608 6,359,446

その他（純額） 4,173,297 3,999,499

有形固定資産合計 10,496,905 10,358,945

無形固定資産 1,099,628 1,160,744

投資その他の資産   

差入保証金 2,862,516 2,855,254

その他 1,266,138 1,539,014

貸倒引当金 △59,171 △59,171

投資その他の資産合計 4,069,483 4,335,097

固定資産合計 15,666,018 15,854,787

資産合計 22,268,196 22,512,368

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,417,267 1,397,878

短期借入金 937,686 956,732

未払法人税等 343,979 408,988

前受金 1,923,608 2,046,665

賞与引当金 204,480 381,743

その他 2,317,563 2,056,312

流動負債合計 7,144,586 7,248,321

固定負債   

長期借入金 565,000 650,000

退職給付引当金 122,272 119,442

負ののれん 54,306 62,554

その他 272,877 439,946

固定負債合計 1,014,456 1,271,944

負債合計 8,159,042 8,520,265



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,176,372 4,176,372

資本剰余金 4,038,172 4,038,172

利益剰余金 6,782,544 6,537,191

自己株式 △308 △308

株主資本合計 14,996,779 14,751,427

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,831 69,817

繰延ヘッジ損益 △5,496 △33,918

土地再評価差額金 △913,927 △913,927

為替換算調整勘定 △28,217 118,439

評価・換算差額等合計 △887,809 △759,589

少数株主持分 183 265

純資産合計 14,109,153 13,992,103

負債純資産合計 22,268,196 22,512,368



（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) 

売上高 9,041,692

売上原価 3,218,610

売上総利益 5,823,081

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 1,798,435

賞与引当金繰入額 150,936

退職給付費用 19,930

その他 3,143,778

販売費及び一般管理費合計 5,113,080

営業利益 710,001

営業外収益  

為替差益 55,457

その他 31,907

営業外収益合計 87,365

営業外費用  

支払利息 5,853

その他 18,528

営業外費用合計 24,382

経常利益 772,984

特別利益  

固定資産売却益 287

特別利益合計 287

特別損失  

役員退職慰労金 48,078

たな卸資産評価損 41,273

その他 4,787

特別損失合計 94,138

税金等調整前四半期純利益 679,132

法人税等 289,989

少数株主損失（△） △96

四半期純利益 389,239



（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 679,132

減価償却費 340,722

賞与引当金の増減額（△は減少） △175,847

受取利息及び受取配当金 △4,668

支払利息 5,853

為替差損益（△は益） △83,577

売上債権の増減額（△は増加） △206,110

たな卸資産の増減額（△は増加） 77,442

仕入債務の増減額（△は減少） 93,680

前受金の増減額（△は減少） △128,965

その他 54,936

小計 652,597

利息及び配当金の受取額 4,583

利息の支払額 △4,808

法人税等の支払額 △322,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,800

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 △373,487

有形固定資産の売却による収入 1,243

無形固定資産の取得による支出 △116,026

差入保証金の差入による支出 △19,393

差入保証金の回収による収入 20,314

その他 5,422

投資活動によるキャッシュ・フロー △481,926

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） 63,048

長期借入金の返済による支出 △155,000

配当金の支払額 △148,639

その他 △2,335

財務活動によるキャッシュ・フロー △242,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373,639

現金及び現金同等物の期首残高 3,429,328

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,055,688



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社グループは、婚礼に関連した総合的なサービスの提供を主たる事業としております。第１四半期連結累計期間においては、全セ

グメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める当該事業の割合がいずれも90％を超えているため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．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）

日本
（千円）

ハワイ
（千円）

中国
（千円）

オセアニア
（千円）

ミクロネシ
ア（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高 8,481,871 1,255,839 426,760 278,643 610,697 380,321 11,434,133 (2,392,441) 9,041,692

営業利益(△損失) 482,256 135,629 6,526 △14,302 72,881 38,952 721,945 (11,944) 710,001

　（注）国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分方法　……………　地理的近接度、事業活動の相互関連性を考慮して決定しております。

(2）各区分に属する国又は地域　………　ハワイは米国ハワイ州のみをその地域としており、米国のその他の州並びにカナダと区分してお

ります。

また、オセアニアはオーストラリア、ニュージーランド及びタヒチを、ミクロネシアはグアム及

びサイパンをその地域としております。

ｃ．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）

ハワイ ミクロネシア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,620,570 830,057 773,939 3,224,567

Ⅱ　連結売上高（千円） 9,041,692

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
17.9 9.2 8.6 35.7

　（注）１．国又は地域の区分方法及び区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分方法　……………　地理的近接度、事業活動の相互関連性を考慮して決定しております。

(2）各区分に属する国又は地域　………　ハワイは米国ハワイ州のみをその地域としており、米国のその他の州並びにカナダと区分

しております。

また、ミクロネシアはグアム及びサイパンをその地域としております。

２．海外売上高は本邦で受注した本邦以外での売上高並びに在外支店及び在外連結子会社の売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,076,755

Ⅱ　売上原価 3,353,152

売上総利益 5,723,602

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,835,320

営業利益 888,282

Ⅳ　営業外収益 70,434

Ⅴ　営業外費用 18,429

経常利益 940,286

Ⅵ　特別利益 1,058

Ⅶ　特別損失 33,851

税金等調整前四半期純利益 907,493

税金費用 374,855

少数株主損失 62

四半期純利益 532,700



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前年同四半期

（平成20年３月期

第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　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 907,493

減価償却費 310,715

貸倒引当金の増加額 958

受取利息及び配当金 △5,027

支払利息 7,615

為替差益 △55,581

有形固定資産除売却損益 32,793

売上債権の増加額 △244,734

たな卸資産の増加額 △6,947

仕入債務の増加額 279,485

前受金の減少額 △121,822

その他 △285,599

小計 819,348

利息及び配当金の受取額 4,677

利息の支払額 △7,205

法人税等の支払額 △563,333

営業活動によるキャッシュ・フロー 253,486

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 △219,579

有形固定資産の売却による収入 1,785

無形固定資産の取得による支出 △54,696

差入保証金の返還による収入 43,788

差入保証金の支払 △35,228

その他 △10,023

投資活動によるキャッシュ・フロー △273,952

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による新株の発行 7,903

短期借入金の純増減額 73

長期借入金の返済による支出 △185,000

配当金の支払額 △128,502

その他 △2,951

財務活動によるキャッシュ・フロー △308,476

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 38,229

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △290,713

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,849,993

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期残高 4,559,280



（３）セグメント情報

a．所在地別セグメント情報

前年同四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

日本
（千円）

ハワイ
（千円）

中国
（千円）

オセアニア
（千円）

ミクロネシ
ア（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
8,345,404 395,035 73,993 131,204 104,375 26,741 9,076,755 － 9,076,755

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

119,613 1,254,763 412,479 202,256 751,324 300,918 3,041,354 (3,041,354) －

合計 8,465,017 1,649,798 486,473 333,460 855,699 327,659 12,118,110 (3,041,354) 9,076,755

営業費用 8,058,635 1,376,713 436,396 367,145 704,893 293,824 11,237,610 (3,049,136) 8,188,473

営業利益(△損失） 406,382 273,085 50,077 △33,684 150,805 33,835 880,499 7,782 888,282

b．海外売上高

前年同四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

ハワイ（千円）
ミクロネシア
（千円）

その他（千円） 計（千円）

Ⅰ　海外売上高 1,867,447 997,557 785,137 3,650,142

Ⅱ　連結売上高 9,076,755

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
20.6％ 11.0％ 8.6％ 40.2％
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