
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）１．当四半期における配当予想の修正有無：無 

   ２．当社は定款において第２四半期末日と期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日におけ

る配当予想額は未定であります。 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期     11,191   △3.7     526  △40.4     362  △50.7     △253  ― 

22年３月期第１四半期     11,617     6.7     884  ―     734  ―     187  ― 

  
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 

23年３月期第１四半期    △195  35  ―    

22年３月期第１四半期     216   58     216   09 

  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 

23年３月期第１四半期     43,117     16,082     37.2     12,359   46 

22年３月期     43,456     16,322     37.4     12,547   14 

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期    16,029百万円 22年３月期 16,272百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  ―          0     00  ―          0     00     0     00 

23年３月期  ―      

23年３月期（予想）   ―       ―       ―       ―      

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）   21,727    1.0 375 △39.2 △90     -    △439     -    △338   49 

通期    47,759    3.7    2,688    6.7    1,984    5.4     857  130.6     660   79 



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．５「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算短信（添付資料）４ページ「連結

業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 1,296,933株 22年３月期 1,296,933株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ     -株 22年３月期     -株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 1,296,933株 22年３月期１Ｑ   867,400株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、中国や新興国への

輸出の増加や、政府の景気対策による内需回復等を背景に、景況感回復の兆しが一部で見られるものの、欧州の財

政悪化問題に端を発した金融不安は払拭されておらず、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、「人の心を、人生を豊かにする」を企業理念として掲げる当社グループは、挙式披露宴会

場を完全貸し切りとし、一顧客一担当制という仕組みによって一組のお客様のために 高の１日を創り上げる「オ

リジナルウェディング」にこだわった、クオリティ重視型のハウスウェディング事業を展開しております。 

当期におきましては、短期的な収益に目を向けるのではなく、永続的な事業基盤の安定と企業の成長のために、

人材及び商品・サービス力の強化を目的とした先行投資を優先し、本質的な仕組みづくりに積極的に投資する方針

であります。一方で、高いお客様満足度を背景とした営業活動の一層の推進ならびに事業構造の効率化を図り、通

期では増収増益を実現してまいります。 

  

当第１四半期連結累計期間におきましては、先行受注に重点をおいた営業活動を展開した結果、当第１四半期連

結会計期間末における、今年度の取扱組数計画に対する受注進捗率は78.7％（前年同四半期比0.3％増）となり、

順調な受注獲得ができました。 

また、挙式披露宴単価の向上を重要課題の一つとして捉え、前期より様々な施策を投入してまいりました。人材

への投資を積極的に実施し、お客様への提案力が向上したこと、クオリティを高めた料飲メニューの投入や、付帯

商品の拡充を行ったこと等が結果として現れ、期初の計画を上回り推移いたしました。 

以上の結果、売上高は111億91百万円（前年同四半期比3.7％減）となりました。 

なお、前年同期と比較しますと、期初の計画どおり、取扱組数の期中構成比の変更により、当第１四半期連結累

計期間における国内ウェディング事業の取扱組数及び売上高は減少しております。 

利益につきましては、当期の重点戦略である人材及び商品・サービス力の強化を目的とした投資を予定どおり実

施したこと等により、営業利益は５億26百万円（前年同四半期比40.4％減）、経常利益は３億62百万円（前年同四

半期比50.7％減）となりました。 

また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を６億47百万円計上したことにより、四半期純損失は２億53百

万円（前年同四半期は１億87百万円の四半期純利益）となりました。 

  

なお、事業別の状況は以下のとおりであります。 

  

【国内ウェディング事業】 

国内ウェディング事業は当社売上高の90％を占める事業であり、事業の状況は「1.（1）連結経営成績に関する

定性的情報」に記載のとおりであります。この結果、売上高は100億77百万円（前年同四半期比4.0％減）となりま

した。営業利益は９億76百万円（前年同四半期比25.3％減）となりました。 

  

【海外・リゾートウェディング事業】 

海外・リゾートウェディング事業については、グアムの新規チャペルの本格稼動や旅行代理店への積極的なアプ

ローチが奏功し、取扱組数が増加し、売上高は７億53百万円（前年同四半期比2.4％増）となりました。また、ハ

ワイの「モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ」内にチャペルをオープンしたため、開業準備費

用が発生しており、営業損失は46百万円（前年同四半期は12百万円の営業利益）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は431億17百万円となり、前連結会計年度末比３億39百万円の減少

となりました。これは主に増資により調達した資金を人材及び商品・サービス力の強化を目的とした投資に充当し

たことによる、現金及び預金の減少等により流動資産が14億10百万円減少したこと、一方で建物及び構築物の増加

等により有形固定資産が６億53百万円増加したこと、繰延税金資産及び敷金及び保証金の増加等により投資その他

の資産が４億41百万円増加したこと等によるものであります。 

負債は270億35百万円となり、前連結会計年度末比99百万円の減少となりました。これは主に買掛金の減少等に

より流動負債が９億51百万円減少したこと、一方で資産除去債務の計上により固定負債が８億52百万円増加したこ

と等によるものです。 

純資産は160億82百万円となり、前連結会計年度末比２億40百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金

が２億53百万円減少したこと等によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが６億75百万円

の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが７億45百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが32百万

円の収入となりました。 

平成22年２月の公募増資により調達した資金を人材及び商品・サービス力の強化を目的とした投資に充当した結

果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比較して13億86百万円

減少し、26億53百万円となりました。これは前第１四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高と比

較し５億82百万円増となっております。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は６億75百万円(前年同期は22百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半

期純損失を３億36百万円計上したこと、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を６億47百万円計上したこと、

仕入債務が５億99百万円減少したこと、未払金が２億７百万円減少し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) 

投資活動の結果使用した資金は７億45百万円(前年同期は７億54百万円の支出)となりました。これは商品・サー

ビス力の強化を目的とした施設の強化や、ハワイ「モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ」内の

新規チャペルオープン等に係る有形固定資産の取得による支出５億32百万円、敷金及び保証金の差入による支出４

億63百万円、敷金及び保証金の返還による収入３億61百万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) 

財務活動の結果得られた資金は32百万円(前年同期は４億２百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れ

による収入８億23百万円、長期借入金の返済による支出７億58百万円等によるものであります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間においては、適正な収益を確保しながら、先行受注に重点をおいた営業活動を展開し

た結果、取り込みが順調に推移し概ね計画どおりの先行受注を確保できました。また、当期の重点施策である人材

及び商品・サービス力強化を目的とした投資を行う一方で、事業構造の効率化をさらに進めました。 

これらの結果、平成22年５月14日に公表した第２四半期累計期間の連結業績予想及び個別業績予想を修正してお

ります。当期の修正に関する詳細は、平成22年８月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。なお、通期の連結業績予想につきましては現時点では変更ありませんが、後述のとおり大型リニューアルや

新規出店などを予定しており、業績への影響があると見込まれる場合は適時開示基準に従い速やかに開示いたしま

す。  

  

① 平成23年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成22年９月30日）  

  

② 平成23年３月期第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

  

当期におきましては、重点戦略に掲げている商品・サービス力のクオリティ向上に投資する方針のもと、稼働率

の高い都内主力店舗（アーフェリーク白金：東京都港区）を中心とした大型リニューアルを実施する予定でありま

す。 

また、今後の成長戦略に向け新規出店を再開し、第二の成長に向けた展開を進めております。 

平成22年３月に海外・リゾートウェディング事業部門においてハワイの「モアナ サーフライダー ウェスティン 

リゾート＆スパ」内にチャペルをオープンしたことに続き、国内ウェディング事業部門におきましては、平成23年

２月に白金倶楽部（東京都港区）をオープンする予定であり、中長期的な成長に向け準備を進めております。 

上記の大型リニューアル及び新規出店の投資金額は業績見通しに織り込んでおりますが、売上高及び利益への影

響につきましては確定次第業績見通しに織り込んでまいります。 

  

なお、業績見通しは、現在入手困難な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいてお

り、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。事業等のリスク、不確実性及びその他の要因は、平成22

年６月29日に提出した当社の「第12期有価証券報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。 

  

  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 

前回発表予想(A) 
百万円

21,727

百万円

273

百万円

△145 

百万円

△439 

百万円

△338.49 

今回発表予想(B) 21,727 375 △90 △439 △338.49 

増減額(B-A) 0 102 55 0 ―

増減率(%) 0.0 37.4 ― ― ―

（ご参考）平成22年３月期 

第２四半期累計期間実績 
21,506 617 312 △104 △106.95 

  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 

前回発表予想(A) 
百万円

19,080

百万円

10

百万円

△189 

百万円

△468 

百万円

△360.85 

今回発表予想(B) 19,080 105 △135 △468 △360.85 

増減額(B-A) 0 95 54 0 ― 

増減率(%) 0.0 950.0 ― ― ― 

（ご参考）平成22年３月期 

第２四半期累計期間実績 
19,071 317 231 △232 △239.48 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理  

  a. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

 b. 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

 c. 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

  

② 特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

a. 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 当第１四半期連結累計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を

適用しております。 

 なお、これに伴う当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

b. 「資産除去債務に関する会計基準」の適用   

 当第１四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

  なお、これに伴う当第１四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は19百万円、税金等調整前四半期純利益

は６億66百万円減少しております。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,100 4,559

売掛金 262 214

営業貸付金 1,041 1,034

商品 44 71

貯蔵品 9 10

前払費用 499 514

繰延税金資産 272 261

その他 271 243

貸倒引当金 △55 △52

流動資産合計 5,447 6,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,923 15,948

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,299 △5,069

建物及び構築物（純額） 11,623 10,878

機械装置及び運搬具 13 11

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9 △8

機械装置及び運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品 2,142 2,103

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,711 △1,684

工具、器具及び備品（純額） 430 418

土地 9,661 9,661

リース資産 57 57

減価償却累計額及び減損損失累計額 △35 △33

リース資産（純額） 21 23

建設仮勘定 7 111

有形固定資産合計 21,749 21,095

無形固定資産   

のれん 28 38

その他 690 705

無形固定資産合計 719 743

投資その他の資産   

投資有価証券 106 106

関係会社株式 103 －

長期貸付金 1,084 1,112

長期前払費用 399 394

繰延税金資産 1,833 1,574

敷金及び保証金 11,742 11,640

その他 19 19

貸倒引当金 △89 △88

投資その他の資産合計 15,199 14,758

固定資産合計 37,669 36,598

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）　平成23年３月期　第１四半期決算短信 

－ 6 －



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産合計 43,117 43,456

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,748 2,347

短期借入金 2,760 2,790

1年内返済予定の長期借入金 4,633 4,496

未払法人税等 213 600

賞与引当金 493 332

店舗閉鎖損失引当金 2 13

移転費用引当金 6 38

その他 2,587 2,777

流動負債合計 12,446 13,397

固定負債   

長期借入金 11,774 11,846

長期リース資産減損勘定 1,367 1,434

資産除去債務 1,070 －

その他 376 456

固定負債合計 14,589 13,736

負債合計 27,035 27,134

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,239 5,239

資本剰余金 5,185 5,185

利益剰余金 5,814 6,068

株主資本合計 16,239 16,492

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △210 △220

評価・換算差額等合計 △210 △220

少数株主持分 52 49

純資産合計 16,082 16,322

負債純資産合計 43,117 43,456
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 11,617 11,191

売上原価 5,333 5,161

売上総利益 6,283 6,030

販売費及び一般管理費 5,399 5,503

営業利益 884 526

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 0 0

匿名組合投資利益 21 －

受取賃貸料 4 4

為替差益 8 4

その他 2 3

営業外収益合計 41 17

営業外費用   

支払利息 159 144

その他 31 37

営業外費用合計 191 182

経常利益 734 362

特別利益   

持分変動利益 15 －

特別利益合計 15 －

特別損失   

固定資産除却損 － 51

投資有価証券評価損 320 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 647

本社移転費用引当金繰入額 98 －

特別損失合計 418 698

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

331 △336

法人税、住民税及び事業税 391 184

法人税等調整額 △251 △270

法人税等合計 140 △85

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △251

少数株主利益 4 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 187 △253
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

331 △336

減価償却費 320 326

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 647

賞与引当金の増減額（△は減少） 111 160

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 98 －

受取利息及び受取配当金 △5 △6

支払利息 159 144

為替差損益（△は益） 10 △2

持分変動損益（△は益） △15 －

投資有価証券評価損益（△は益） 320 －

固定資産除却損 － 51

売上債権の増減額（△は増加） △31 △48

営業貸付金の増減額（△は増加） 16 △7

仕入債務の増減額（△は減少） △736 △599

前払費用の増減額（△は増加） 8 16

未払金の増減額（△は減少） △17 △207

前受金の増減額（△は減少） △130 △25

その他 △134 △79

小計 304 35

利息及び配当金の受取額 1 5

利息の支払額 △158 △163

移転費用の支払額 － △10

法人税等の支払額 △125 △542

営業活動によるキャッシュ・フロー 22 △675

投資活動によるキャッシュ・フロー   

匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） 61 72

有形固定資産の取得による支出 △228 △532

投資有価証券の取得による支出 △49 －

関係会社株式の取得による支出 － △103

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 27 27

敷金及び保証金の差入による支出 △532 △463

敷金及び保証金の回収による収入 4 361

その他 △37 △108

投資活動によるキャッシュ・フロー △754 △745

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） △30 △30

長期借入れによる収入 － 823

長期借入金の返済による支出 △740 △758

株式の発行による収入 1,174 －

リース債務の返済による支出 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 402 32

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △328 △1,386
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,402 4,039

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△3 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,070 2,653
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該当事項はありません。  

   

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２. 各区分の主なサービス 

 （1） 国内ウェディング事業 …………………国内におけるウェディングの運営 

（2） 海外・リゾートウェディング事業 ……海外・リゾートにおけるウェディングの運営 

  （3） 結婚派生事業 ……………………………結婚準備及び生活を総合サポートするインターネッ

トメディアの制作及び運営等の結婚に派生する事業  

３. 当第１四半期連結累計期間において、連結子会社であった株式会社総合生活が持分法適用関連会社となっ

た（連結の範囲の変更）ことにより、結婚派生事業における資産が137百万円減少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
国内ウェデ
ィング事業
（百万円）

海外・リゾ
ートウェデ
ィング事業
（百万円）

結婚派生 
事業 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高                               

①外部顧客に対する売上高  10,494  735  387  11,617     ―  11,617

②セグメント間の内部売上高又

は振替高 
―  4  22  26  △26     ― 

計  10,494  740  410  11,644  △26  11,617

営業利益又は営業損失(△）  1,308  12  △26  1,294  △410  884
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〔セグメント情報〕 

 ① 報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

当社グループは、国内ウェディング、海外・リゾートウェディング、金融、旅行等複数の業種にわたる事

業を営んでおり、業種別に区分された事業ごとに、当社及び当社の連結子会社（以下、事業運営会社）が

各々独立した経営単位として、単一の事業に従事する経営スタイルを採用しております。 

したがって、当社グループは、事業運営会社を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「国

内ウェディング事業」、「海外・リゾートウェディング事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「国内ウェディング事業」は、国内ハウスウェディング・レストランウェディングの企画・運営及び各種

商品企画をしております。「海外・リゾートウェディング事業」は、海外・リゾートウェディングの企画・

運営及び各種商品企画をしております。  

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

 （注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融事業、旅行事業等を含ん

でおります。  

  

 ③ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の 

主な内容（差異調整に関する事項）  

  （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結累計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

   

    報告セグメント      

  
国内ウェディ
ング事業 

（百万円） 

海外・リゾー
トウェディン

グ事業 
（百万円） 

計 

 （百万円） 

その他 
（百万円）
（注） 

合計 
（百万円） 

売上高                          

a.外部顧客に対する売上高  10,077  753  10,831      360  11,191

b.セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
―  3  3  18      22

計  10,077  756  10,834  379  11,213

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△） 
 976  △46  930  △12  917

利益  金額 

報告セグメント計（百万円）  930

「その他」の区分の損失（△）（百万円）  △12

セグメント間取引消去（百万円）  3

全社費用（注）（百万円）   △393

四半期連結損益計算書の営業利益（百万円）   526

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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