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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成 21年1月1日～平成21年9月30日） 

（注）21年12月期第３四半期の1株当たり四半期純利益および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益につきましては、平成21年７月１日付で実施しまし
た株式分割調整後の内容を記載しております。詳しくは ３ページ「（ご参考）株式分割に伴う１株当たり 数値の遡及修正」をご覧下さい 。 

(2) 財政状態 

（注）21年12月期第３四半期の1株当たり純資産につきましては、平成21年７月１日付で実施しました株式分割調整後 の内容を記載 しております。詳 しくは３
ページ「（ご参考）株式分割に伴う１株 当たり 数値の遡及修正」をご覧下さい 。  

(1) 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12月期第3四半期 7,196 ― 959 ― 981 ― 502 ―
20年12月期第3四半期 6,037 18.2 675 0.7 704 2.1 384 2.0

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12月期第3四半期 5,010.67 4,932.71
20年12月期第3四半期 7,375.09 7,261.03

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12月期第3四半期 7,554 3,689 48.8 36,744.17
20年12月期 6,398 3,258 50.9 64,398.08

（参考）  自己資本   21年12月期第3四半期  3,689百万円 20年12月期  3,258百万円

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  有  
１．詳細につきましては、平成21年10月30日公表の「平成21年12月期配当予想の修正 に関するお 知らせ」をご参照下さい 。 
２．平成21年７月１日付で株式１株につき２株 の株式分割 を実施しました。詳 しくは３ページ「（ご参考）株式分割に伴う１株 当たり 数値の遡及修正」をご覧下
さい 。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 802.00 802.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期  

（予想）
1,000.00 1,000.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成 21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
１． 21年12月期の1株当たり当期純利益につきましては、平成21年７月１日付 で実施しました株式分割調整後 の内容を記載しております。 
２．１株当たり当期純利益の算出につきましては 、新株予約権の行使 により期中に発行された株式数を加味して 算出しております。 

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

通期 10,300 10.2 1,625 10.4 1,635 8.1 867 8.9 8,639.49



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表 の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４． その 他をご 覧下さい 。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成 21年７月１日付 で株式１株につき２株 の株式分割 を行っております 。 

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12月期第3四半期  104,712株 20年12月期  52,143株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  4,306株 20年12月期  1,544株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期  100,353株 20年12月期第3四半期  52,091株

※業績予想 の適切 な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料 に記載 されている業績見通しの 将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したもので、実際の業績は今後様々な要因に
よって大きく異なる可能性があります。なお、業績見通 し等に関する事項は５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想 に関する定性的情報 をご覧下
さい 。 
２． 当事業年度 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）および「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表 を作成しております。 



  平成21年６月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、平成21年７月１日付でその所有する株式１株を２株に株

式分割しました。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前年第３四半期および前事業年度における１株当

たり情報は以下のとおりであります。 

  

（ご参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正

  
平成20年12月期 

第３四半期 
 平成20年12月期 

 １株当たり四半期純利益   3,687円55銭  ― 

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益 
 3,630円52銭  ― 

 １株当たり純資産  ―  32,199円04銭 

 １株当たり配当金 ―  401円00銭 



 当第３四半期累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融危

機の影響や世界景気の下振れ懸念などにより企業収益が減少し、依然として不透明な状況が継続しております。ま

た、これに伴う設備投資の大幅な減少や雇用情勢においては失業率が過去最高水準となるなど、厳しい状況で推移い

たしました。 

 このような状況の中、当社は、出店コストが低下した現在の景気状況は新規出店の好機であると判断し、当第３四

半期累計期間においても、ゲストハウス（婚礼式場）候補地の選別・開発をすすめ、今後の収益に寄与する開業準備

に引き続き取り組んでおります。平成21年２月には挙式・披露宴に列席される方々への和装レンタルを提供するため

に『ノバレーゼフォーマルセンター』をオープンして、新たなサービスを開始いたしました。５月にはイタリア製高

級ウェディングドレスを専門にレンタル・販売する当社ドレスショップの旗艦店となる『ノバレーゼ銀座』、７月に

は中国エリア初出店となる『ノバレーゼ広島』をオープンし、婚礼衣裳のレンタル・販売だけではなく、今後開業を

予定する広島地区２店舗のゲストハウスの営業拠点としております。また、長野県軽井沢町においては地元収穫の有

機野菜を使用するオーガニックフレンチ店として、当社においては初となるレストラン特化型施設『アマンダンリー

フ 旧軽井沢倶楽部』を７月にオープンし、事業エリア拡大に努めました。一方、９月には低採算店舗であった『エ

クリュスポーゼ高知店』を閉鎖し、現在および将来の企業収益の更なる向上を図りました。  

 この結果、当第３四半期累計期間の売上高は、前事業年度中に開業した新店が収益向上に寄与したこともあり、

7,196百万円（前年同期比19.2％増）を計上することができました。 

 利益面につきましても、売上高が堅調に推移したことや、前事業年度から取り組んでいる一括購買などの改善効果

により大幅な増益を確保し、営業利益は959百万円（前年同期比42.0％増）、経常利益は981百万円（前年同期比

39.3％増）、四半期純利益は502百万円（前年同期比30.9％増）となりました。 

 なお、事業の種類別売上高については以下のとおりです。 

①婚礼プロデュース事業 

  当第３四半期累計期間においては、前事業年度に開業した都市型ゲストハウス１拠点と業務提携３拠点の新店

効果に加えて、既存店舗においても積極的な営業促進を図った結果、婚礼プロデュース事業の売上高は2,771百

万円（前年同期比20.6％増）となりました。 

②婚礼衣裳事業 

  当第３四半期累計期間においては、前事業年度に開業したドレスショップ『エクリュスポーゼ』２店舗が業績

に寄与したことや、提案営業による単価アップや、提携先ホテル・式場からの紹介増加等取り組みにより店舗１

店閉鎖の影響を吸収して、婚礼衣裳事業の売上高は1,515百万円（前年同期比20.6％増）となりました。 

③ホテル・レストラン事業 

 婚礼プロデュース事業と同様に、当第３四半期累計期間においては、前事業年度に開店した都市型ゲストハウ

ス１拠点と業務提携した３拠点が業績に寄与したため、ホテル・レストラン事業の売上高は2,910百万円（前年

同期比17.1％増）となりました。 

  

なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。  

  

(1)資産、負債および純資産の状況  

①資産 

 当第３四半期会計期間末における資産総額は7,554百万円となり前事業年度末に比べ1,155百万円増加いたしま

した。主な要因といたしましては、早期の投資回収可能性を吟味しながらも着実に増店を図った結果、有形固定

資産が906百万円、差入保証金が93百万円増加したことによるものであります。 

②負債 

 当第３四半期会計期間末における負債総額は3,864百万円となり前事業年度末に比べ724百万円増加いたしまし

た。主な要因といたしましては、設備投資に係る長期借入金が532百万円、納税資金に充当した一時的な短期借

入金が420百万円および婚礼受注残高の増加により前受金が285百万円それぞれ増加し、一方で法人税等の支払い

により未払法人税等が432百万円減少したことによるものであります。 

③純資産 

 当第３四半期会計期間末における純資産総額は3,689百万円となり前事業年度末に比べ430百万円増加いたしま

した。主な要因といたしましては、四半期純利益を502百万円計上したことと、前事業年度にかかる配当金の支

払が40百万円、自己株式の取得により40百万円減少したことによるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



(2)キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により得た資金が487

百万円、投資活動により使用した資金が1,192百万円および財務活動により得られた資金は890百万円となり、その結

果、前事業年度末に比べ185百万円増加し当第３四半期会計期間末は1,670百万円となりました。 

 当第３四半期累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） 

 営業活動の結果、得られた資金は487百万円となりました。主な要因は、前事業年度の利益に関する法人税等の確

定支払額および法人税等の当第２四半期累計期間に係る中間納税による支払額が825百万円ありましたが、当第３四

半期累計期間において税引前四半期純利益を901百万円計上したことや、婚礼受注残高の増加により前受金が285百万

円増加したこと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） 

 投資活動の結果、使用した資金は1,192百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が1,023

百万円、差入保証金の差入れによる支出が148百万円あったこと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） 

 財務活動の結果、得られた資金は890百万円となりました。主な要因は、法人税等の支払いに充当するため短期借

入金の純増額が420百万円あったこと、設備投資に充当するための長期借入れによる収入が1,000百万円、長期借入金

の約定分割返済による支出が457百万円、自己株式の取得による支出が40百万円および配当金の支払額が40百万円と

なったことによるものであります。 

  

  

  当第３四半期累計期間の業績は計画どおり堅調に推移しており、今後についても業績拡大に寄与すべく新規出店

を計画しております。また、婚礼事業につきましては第４四半期に収益が偏重する季節的要因がありますが、第３

四半期累計期間の通期計画に対する進捗率の実績は、売上高で69.9％（前年同期実績64.6％）、経常利益で60.0％

（前年同期実績46.6％）と堅調に推移しております。従いまして、通期の業績予想につきましては平成21年２月10

日公表の予想数値を変更しておりません。   

  

  

該当事項はありません。  

  

  

 ① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 ② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「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、主として個別法による原価法（（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）により算出しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

(1)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2)四半期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



５．四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,670,329 1,484,788 

売掛金 107,188 148,445 

商品 41,504 30,632 

原材料及び貯蔵品 79,128 79,309 

その他 170,285 153,201 

流動資産合計 2,068,436 1,896,377 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,168,740 3,282,442 

土地 571,866 － 

建設仮勘定 470,810 7,900 

その他（純額） 460,473 475,250 

有形固定資産合計 4,671,891 3,765,593 

無形固定資産 21,713 27,279 

投資その他の資産   

関係会社株式 15,060 － 

差入保証金 494,415 400,480 

その他 282,579 308,820 

投資その他の資産合計 792,055 709,300 

固定資産合計 5,485,660 4,502,173 

資産合計 7,554,097 6,398,550 

負債の部   

流動負債   

買掛金 381,904 459,934 

短期借入金 420,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 459,000 449,308 

未払金 652,446 585,121 

未払法人税等 67,381 499,867 

前受金 703,722 417,731 

賞与引当金 46,500 － 

その他 88,366 209,977 

流動負債合計 2,819,320 2,621,940 

固定負債   

長期借入金 965,834 433,235 

その他 79,607 84,897 

固定負債合計 1,045,441 518,132 

負債合計 3,864,762 3,140,072 



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,304 580,789 

資本剰余金 444,854 440,339 

利益剰余金 2,769,085 2,306,829 

自己株式 △109,909 △69,480 

株主資本合計 3,689,335 3,258,478 

純資産合計 3,689,335 3,258,478 

負債純資産合計 7,554,097 6,398,550 



(2)四半期損益計算書 
(第3四半期累計期間) 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,196,716 

売上原価 3,190,550 

売上総利益 4,006,166 

販売費及び一般管理費 3,046,876 

営業利益 959,289 

営業外収益  

受取利息 4,486 

受取手数料 21,152 

その他 8,727 

営業外収益合計 34,366 

営業外費用  

支払利息 11,743 

その他 334 

営業外費用合計 12,077 

経常利益 981,578 

特別損失  

固定資産除却損 24,154 

店舗閉鎖損失 56,171 

特別損失合計 80,325 

税引前四半期純利益 901,253 

法人税、住民税及び事業税 395,431 

法人税等調整額 2,985 

法人税等合計 398,416 

四半期純利益 502,836 



(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 901,253 

減価償却費 339,029 

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,500 

受取利息及び受取配当金 △4,486 

支払利息 11,743 

固定資産除却損 24,154 

店舗閉鎖損失 56,171 

売上債権の増減額（△は増加） 41,257 

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,691 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,684 

仕入債務の増減額（△は減少） △78,030 

未払金の増減額（△は減少） △187,835 

未払費用の増減額（△は減少） △16,194 

未払消費税等の増減額（△は減少） △93,646 

前受金の増減額（△は減少） 285,991 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △42 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 4,646 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △5,289 

小計 1,318,213 

利息及び配当金の受取額 4,486 

利息の支払額 △13,576 

訴訟和解金の受取額 3,600 

法人税等の支払額 △825,562 

営業活動によるキャッシュ・フロー 487,161 

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 △1,023,341 

無形固定資産の取得による支出 △380 

関係会社株式の取得による支出 △15,060 

貸付けによる支出 △18,000 

差入保証金の差入による支出 △148,151 

差入保証金の回収による収入 12,565 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,192,367 

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） 420,000 

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △457,709 

株式の発行による収入 9,030 

自己株式の取得による支出 △40,429 

配当金の支払額 △40,144 

財務活動によるキャッシュ・フロー 890,747 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,541 

現金及び現金同等物の期首残高 1,484,788 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,670,329 



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年２月10日開催の取締役会決議に基づき、当第３四半期累計期間において自己株式609株を取得い

たしました。この結果、自己株式が40百万円増加し、109百万円となっております。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1)（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

  

区分 

前年同四半期 
（平成20年12月期 

第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  6,037,593

Ⅱ 売上原価  2,831,848

 売上総利益  3,205,744

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,530,205

 営業利益  675,538

Ⅳ 営業外収益  38,254

Ⅴ 営業外費用  9,114

 経常利益  704,678

Ⅵ 特別損失  1,518

  税引前四半期純利益  703,160

    法人税、住民税及び事業税  299,701

  法人税等調整額  19,285

  四半期純利益  384,173

   



前第３四半期累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

  

(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  

税引前四半期純利益  703,160

減価償却費  359,085

受取利息及び受取配当金  △2,602

支払利息   8,874

為替差損  123

保険解約返戻金  △9,719

固定資産除却損  1,518

売上債権の減少額  8,435

たな卸資産の増加額  △8,814

仕入債務の減少額  △2,990

未払金の減少額  △39,673

未払費用の減少額  △9,242

未払消費税等の増加額  20,739

前受金の増加額  365,324

その他流動資産の増加額   △937

その他流動負債の減少額  △21,910

その他固定資産の増加額  △11,580

その他固定負債の減少額  △9,295

小計  1,350,494

利息及び配当金の受取額  2,602

利息の支払額   △9,530

訴訟和解金の受取額  3,600

法人税等の支払額  △566,580

保険解約返戻金の受取額  29,566

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 810,152



  

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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 

 △236,890

無形固定資産の取得による
支出  

 △1,017

貸付けによる支出  △62,422

差入保証金の差入れによる
支出 

 △18,501

差入保証金の回収による収
入  803

その他  190

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △317,838

Ⅲ 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  200,000

長期借入れによる収入  100,000

長期借入金の返済による支
出 

 △482,416

株式の発行による収入  2,870

配当金の支払額  △37,045

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △216,591

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 △123

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  275,599

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 542,279

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期
末残高 

 817,878
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