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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 35,468 3.0 2,161 △3.0 1,573 △10.1 749 14.0
22年3月期第3四半期 34,446 △0.8 2,228 ― 1,750 ― 657 ―

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3四半期 578.24 577.72
22年3月期第3四半期 652.86 650.24

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3四半期 43,842 16,992 38.6 13,052.74
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3四半期  16,928百万円 22年3月期  16,272百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
100.00 100.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 47,759 3.7 2,688 6.7 1,984 5.4 857 130.6 660.79



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会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 

（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、
【添付資料】P.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q 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3Q  ―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3Q 1,296,933株 22年3月期3Q 1,007,597株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は新興国の成長や政府

による景気刺激策等による回復傾向がみられるものの、急速な円高基調への不安要素、依然として厳しい雇用情勢

など、景気の先行きは不透明な状況にあります。 

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「完全貸切」とし、「一顧客一担当制」という独自の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」を実現する、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

で進めております。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及び事業構造の効率化を図り、

通期では増収増益を目指してまいります。 

  

当第３四半期連結累計期間におきましては、エリアの特性に応じ、きめ細やかな営業戦略の実施と、お客様への

提案力の向上により、取扱組数は堅調に推移いたしました。 

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により、挙式披露宴単価は前年同期と比較し113千円増加し3,897千円となり、上昇基調で

推移しております。 

以上の結果、平成20年以来国内直営店は同じ店舗数にも関わらず着実に業績を拡大し、売上高は354億68百万円

（前年同期比3.0％増）となりました。なお、当社は今年度より出店を再開し、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

施しておりますが、業績は着実に進捗し、営業利益は21億61百万円（前年同期比3.0％減）、経常利益は15億73百

万円（前年同期比10.1％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第１四半期連結会計期間に６億47百万円計上しております

が、四半期純利益は７億49百万円（前年同期比14.0％増）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の主力事業であり、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316億72百万円、営業利益は34億66百万円となりました。 

  

【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、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」内にオープンした新規チャペルが寄与し、取扱組数が増加いたしました。この結果、売上高は26億77百万円、

営業利益は41百万円となりました。 

  

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３四半期連結会計期間末における総資産は438億42百万円となり、前連結会計年度末比３億85百万円の増加

となりました。これは主に人材及び商品・サービス力の強化を目的とした投資に充当した結果、現金及び預金の減

少等により流動資産が11億36百万円減少したものの、一方で大型リニューアルの実施等による建物及び構築物の増

加等により有形固定資産が１億36百万円増加したこと、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15億２百万円増加したこと等により固定資産が15億21百万円増加したことによるものであります。 

負債は268億49百万円となり、前連結会計年度末比２億84百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の

減少15億70百万円及び買掛金の減少８億63百万円等により流動負債が26億77百万円減少したこと、長期借入金の増

加18億15百万円及び資産除去債務の計上10億72百万円等により固定負債が23億92百万円増加したこと等によるもの

です。なお、短期借入金及び長期借入金の増減は、主に財務基盤の安定化のためのリファイナンスを実施したこと

によるものであります。 

純資産は169億92百万円となり、前連結会計年度末比６億70百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金

が７億49百万円増加したこと等によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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１億43百万円

の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが14億円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが３億50百万円

の収入となりました。 

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３四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９億27百万円減少し、31億11百万円となりました。 

  

(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１億43百万円(前年同期14億78百万円の収入)となりました。これは主に税引前四

半期純利益を８億15百万円計上したこと、仕入債務が８億57百万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14億円(前年同期は14億44百万円の支出)となりました。これは、来期以降の成長

を実現するため、施設のリニューアル等に係る有形固定資産の取得による支出24億94百万円、敷金及び保証金の差

入による支出13億38百万円、敷金及び保証金の回収による収入６億52百万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３億50百万円(前年同期は４億46百万円の支出)となりました。これは主に短期借

入金の返済等による支出15億70百万円、長期借入れによる収入56億93百万円、長期借入金の返済による支出37億65

百万円等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 

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したほか、今後の

成長戦略に向け新規出店（白金倶楽部：東京都港区）を再開し、第二の成長に向けた展開を進めております。 

今後も挙式披露宴単価は引き続き上昇基調で推移する見込みであるとともに、取扱組数も堅調に推移しており、

現時点におきまして平成22年11月５日発表の通期連結業績予想を変更しておりません。  

  

なお、業績見通しは、現在入手可能な情報と、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えます。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」に記載されていますので、ご参照ください。 
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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３四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  

 第１四半期連結会計期間より、「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３四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   

 第１四半期連結会計期間より、「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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は63百万円、税金等調整前四半期純利益

は711百万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３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,527 4,559

売掛金 282 214

営業貸付金 1,059 1,034

商品 32 71

貯蔵品 10 10

前払費用 526 514

繰延税金資産 152 261

その他 188 243

貸倒引当金 △58 △52

流動資産合計 5,722 6,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,924 15,948

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,789 △5,069

建物及び構築物（純額） 11,135 10,878

機械装置及び運搬具 12 11

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8 △8

機械装置及び運搬具（純額） 3 2

工具、器具及び備品 2,199 2,103

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,787 △1,684

工具、器具及び備品（純額） 411 418

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 △38 △33

リース資産（純額） 18 23

建設仮勘定 0 111

有形固定資産合計 21,231 21,095

無形固定資産   

のれん 16 38

その他 611 705

無形固定資産合計 627 743

投資その他の資産   

投資有価証券 122 106

関係会社株式 103 －

長期貸付金 1,028 1,112

長期前払費用 612 394

繰延税金資産 2,284 1,574

敷金及び保証金 12,181 11,640

その他 18 19

貸倒引当金 △89 △88

投資その他の資産合計 16,260 14,758

固定資産合計 38,120 36,598

資産合計 43,842 43,456

－ 5 －
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,484 2,347

短期借入金 1,220 2,790

1年内返済予定の長期借入金 4,609 4,496

未払法人税等 369 600

賞与引当金 198 332

店舗閉鎖損失引当金 56 13

移転費用引当金 － 38

その他 2,782 2,777

流動負債合計 10,720 13,397

固定負債   

長期借入金 13,661 11,846

長期リース資産減損勘定 1,236 1,434

資産除去債務 1,072 －

その他 158 456

固定負債合計 16,129 13,736

負債合計 26,849 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 6,817 6,068

株主資本合計 17,242 16,492

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △314 △220

評価・換算差額等合計 △314 △220

少数株主持分 63 49

純資産合計 16,992 16,322

負債純資産合計 43,842 43,456

－ 6 －
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 34,446 35,468

売上原価 15,798 16,441

売上総利益 18,647 19,027

販売費及び一般管理費 16,418 16,865

営業利益 2,228 2,161

営業外収益   

受取利息 13 19

受取配当金 0 0

匿名組合投資利益 21 －

受取賃貸料 12 14

未払配当金除斥益 － 3

その他 13 10

営業外収益合計 60 48

営業外費用   

支払利息 463 443

持分法による投資損失 11 －

為替差損 17 60

支払手数料 － 102

その他 45 30

営業外費用合計 538 636

経常利益 1,750 1,573

特別利益   

固定資産売却益 － 39

移転補償金 － 19

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 1

持分変動利益 15 －

特別利益合計 15 60

特別損失   

固定資産除却損 0 95

投資有価証券評価損 306 －

減損損失 150 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 647

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 56

本社移転費用 93 －

移転費用 － 19

その他 － 0

特別損失合計 550 819

税金等調整前四半期純利益 1,215 815

法人税、住民税及び事業税 620 643

法人税等調整額 △77 △600

法人税等合計 543 42

少数株主損益調整前四半期純利益 － 772

少数株主利益 14 22

四半期純利益 657 749

－ 7 －
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,215 815

減価償却費 972 994

減損損失 150 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 647

敷金及び保証金のリース料相殺額 － 131

賞与引当金の増減額（△は減少） △145 △133

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 6

本社移転費用 93 －

店舗閉鎖損失戻入益 － △1

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 56

受取利息及び受取配当金 △13 △19

未払配当金除斥益 － △3

支払利息 463 443

為替差損益（△は益） △1 △1

持分変動損益（△は益） △15 －

投資有価証券評価損益（△は益） 306 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △39

固定資産除却損 0 95

売上債権の増減額（△は増加） △39 △68

営業貸付金の増減額（△は増加） 84 △25

仕入債務の増減額（△は減少） △788 △857

前払費用の増減額（△は増加） 17 △15

未払金の増減額（△は減少） 301 213

前受金の増減額（△は減少） △338 △265

その他 △138 △513

小計 2,129 1,458

利息及び配当金の受取額 8 18

利息の支払額 △455 △467

移転費用の支払額 △6 △17

法人税等の支払額 △197 △850

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,478 143

－ 8 －
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） 47 104

定期預金の増減額（△は増加） △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △411 △2,494

有形固定資産の売却による収入 － 1,750

投資有価証券の取得による支出 △89 △15

投資有価証券の清算による収入 303 －

関係会社株式の取得による支出 △10 △103

貸付けによる支出 △1 －

貸付金の回収による収入 86 171

敷金及び保証金の差入による支出 △1,527 △1,338

敷金及び保証金の回収による収入 228 652

敷金の返還による支出 － △72

その他 △70 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,444 △1,400

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） 290 △1,570

長期借入れによる収入 50 5,693

長期借入金の返済による支出 △1,955 △3,765

株式の発行による収入 1,174 －

配当金の支払額 △0 △0

リース債務の返済による支出 △5 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △446 350

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △410 △927

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 1,987 3,111

－ 9 －
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 ……………………………旅行事業、金融事業等ブライダル市場の前後にある 

関連市場への横展開を推進する事業  

３. 当第３四半期連結累計期間において、連結子会社であったインターネットメディアの制作及び運営等を主た

る事業とする、株式会社総合生活（現 株式会社結婚準備室）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。なお、当該連結の範囲の

変更に伴い、従来、結婚派生事業に含めておりました、インターネットメディアの制作及び運営等の事業は

結婚派生事業より除外しております。 

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  31,201  2,210  1,035  34,446  ―  34,446

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ―  12  80  93  △93  ―

計  31,201  2,222  1,115  34,539  △93  34,446

営業利益  3,352  8  0  3,360  △1,131  2,228

－ 10 －
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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） 

第１四半期連結会計期間より、「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  31,672  2,677  34,349      1,119  35,468

b. セグメント間の内部売上高

又は振替高 
―  12  12  81      93

計  31,672  2,689  34,361  1,200  35,562

セグメント利益  3,466  41  3,507  24  3,532

利益  金額 

報告セグメント計（百万円）  3,507

「その他」の区分の利益（百万円）  24

セグメント間取引消去（百万円）  10

全社費用（注）（百万円）   △1,381

四半期連結損益計算書の営業利益（百万円）   2,161

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 11 －
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