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1.  平成23年8月期第3四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年5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8月期第3四半期 10,880 4.0 1,518 △1.3 1,557 1.0 851 △1.5
22年8月期第3四半期 10,463 4.9 1,537 △2.5 1,542 △5.1 864 △5.7

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8月期第3四半期 181.76 ―
22年8月期第3四半期 184.63 ―

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8月期第3四半期 14,503 6,720 46.3 1,453.99
22年8月期 15,394 6,369 41.4 1,319.19

（参考） 自己資本   23年8月期第3四半期  6,720百万円 22年8月期  6,369百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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8月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00
23年8月期 ― 15.00 ―
23年8月期 

（予想）
25.00 40.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8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  有   

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 13,650 1.0 1,600 3.3 1,690 7.8 870 3.6 185.64



(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きの対象外であり、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き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等について
は、四半期決算短信 【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。）

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8月期3Q 4,844,600株 22年8月期  4,844,600株
② 期末自己株式数 23年8月期3Q  222,272株 22年8月期  16,229株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期3Q 4,686,412株 22年8月期3Q 4,683,849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における我が国の経済は、海外経済の回復などを背景に企業収益や設備投資に改善が

見られるなど持ち直しの動きが見られたものの、平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災の影響によ

り、個人消費や企業の生産・輸出が縮小し依然として厳しい状況が続いております。 

  このような経済環境のもと、当企業グループは、婚礼衣裳の製造メーカー機能を軸としてブライダル市場の川中

事業であるショップ事業（レンタル及び直販）に引続き注力しており、式場事業については、平成23年３月に結婚

式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」（沖縄県名護市）を新規開業し、ショップ事業と式場事業を合わせた「サ

ービス事業部門」への事業領域拡大に努めております。 

  しかしながら、東日本大震災による被害、計画停電等による経済活動への影響及び冠婚行事の自粛等により、ホ

ールセール事業においては、主に首都圏に所在する貸衣裳店の受注キャンセル及び買い控え、ショップ事業におい

ては、主に首都圏に所在するインショップ店舗において受注延期や受注キャンセルが発生しており、当企業グルー

プ業績に対する影響が少なからず発生しております。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は

百万円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％増）となり、四半期純利益は 百万円（同 ％減）と

なりました。 

  

  セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  なお、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、前年同四半期比については、前年同四半期を新セグメント区分に組み

替えて算出しております。 

  また、以下の数値は、売上高につきましてはセグメント内及びセグメント間の取引消去後、営業利益につきま

しては、セグメント内及びセグメント間の取引消去前となっております。 

 ① ホールセール事業 

  製・商品売上は、ブランドドレスの販売が伸び悩んだことにより、売上高は 百万円（前年同四半期比

％減）、レンタル収入等は、主力のリース事業（貸衣裳店向けレンタル）が景気減速の影響を受け減少し

たことにより、売上高は 百万円（同 ％減）となりました。 

  この結果、ホールセール事業の売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益はレンタル衣裳の耐用

年数の見直しによる増益効果もありましたが、 百万円（同 ％減）となりました。  

 ② ショップ事業 

  平成22年４月に開業した「アルカンシエル リュクスマリアージュ名古屋」衣裳室等の新規店舗の貢献もあ

りましたが、既存店の取扱件数が減少したことから、製・商品売上の売上高は 百万円（同 ％減）、国

内レンタル収入等の売上高は 百万円（同 ％減）となりました。海外レンタル収入等は、平成22年４月

に開業した「オーシャン スイート ワイキキ ～ペントハウス ウエディング～」等の新設効果により、ハワイ

及びミクロネシアにおける取扱件数が増加したことから、売上高は 百万円（同 ％増）となりまし

た。  

  この結果、ショップ事業の売上高は 百万円（同 ％増）となり、営業利益はレンタル衣裳の耐用年数

の見直しによる増益効果もあり、 百万円（同 ％増）となりました。  

 ③ 式場事業 

  施行組数が 組（同 組増）、売上高は 百万円（同 ％増）となりました。増加要因としては、平

成23年３月に新規開業した「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」（沖縄県名護市）の新設効果と、式場事業の単

独事業会社化に伴う売上構造の変更が挙げられます。一方、利益面では、「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」

の運営会社である株式会社クラウディア沖縄における開業準備費用の発生及び式場事業の単独事業会社化（事

業譲渡）に伴う不動産取得税等の一時的な費用の発生により、営業利益は 百万円（同 ％減）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

10,880 4.0 1,518

1.3 1,557 1.0 851 1.5
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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の流動資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金 百万円の増加、現金及び預金 百万円の減少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 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、結婚式場

「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」（沖縄県名護市）の新設等による有形固定資産 百万円の増加によるもので

あります。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。 

   流動負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、１年内償還

予定の社債 百万円、１年内返済予定の長期借入金 百万円、賞与引当金 百万円の増加、短期借入金 百

万円、未払法人税等 百万円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 百万円増加

し、 百万円となりました。これは主に、長期借入金 百万円、資産除去債務 百万円の増加、社債 百万

円の減少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 百万円減少し、 百万円

となりました。 

   純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、利益剰余金

百万円の増加、第１四半期連結会計期間に実施した自己株式 株（ 百万円）の取得及び第２四半期連結会

計期間に実施した自己株式 株（ 百万円）の取得、あわせて自己株式 株の取得による自己株式 百

万円の増加、為替換算調整勘定 百万円の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は ％となりま

した。  

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 百万円の

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

の支出となり、この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）期末残高

は、 百万円（前年同四半期は 百万円）となりました。 

  当第３四半期連結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） 

  営業活動により得られた資金は 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、賞与引当金の増加 百万円等を源泉とする収入があった一方

で、売上債権の増加 百万円、レンタル衣裳の増加 百万円、法人税等の支払額 百万円等の支出によるもの

であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。これは主に、定期

預金の払戻による 百万円等の収入があった一方で、定期預金の預入による 百万円、結婚式場「アイネス ヴィ

ラノッツェ 沖縄」（沖縄県名護市）の新設等による有形固定資産の取得 百万円の支出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） 

  財務活動により使用した資金は 百万円（同 百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによ

る 百万円の収入があった一方で、短・長期借入金の返済 百万円、社債の償還 百万円、自己株式の取

得 百万円、配当金の支払額 百万円の支出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 

 平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災の影響及び 近の業績動向を踏まえ、平成23年１月５日公表

の通期連結業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、平成23年７月１日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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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 

 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。  

  

（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）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。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税金等調整

前四半期純利益は 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は 千円であります。 

（b）企業結合に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「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）、「「研究開発費等

に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報

2,862

14,936

55,245
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,329,905 3,065,768

受取手形及び売掛金 1,595,678 1,330,151

有価証券 － 10,000

商品及び製品 285,700 319,420

仕掛品 187,766 181,672

原材料 132,315 142,827

貯蔵品 131,042 119,184

繰延税金資産 319,102 249,327

その他 380,976 363,598

貸倒引当金 △9,835 △45,755

流動資産合計 4,352,651 5,736,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,066,846 4,096,036

減価償却累計額 △1,658,508 △1,481,166

建物及び構築物（純額） 3,408,337 2,614,869

機械装置及び運搬具 315,761 296,393

減価償却累計額 △210,824 △191,214

機械装置及び運搬具（純額） 104,937 105,178

工具、器具及び備品 531,905 421,336

減価償却累計額 △329,330 △301,876

工具、器具及び備品（純額） 202,574 119,460

レンタル衣裳 465,181 －

減価償却累計額 △204,713 －

レンタル衣裳（純額） 260,468 －

土地 3,063,227 3,063,227

建設仮勘定 50,016 599,020

有形固定資産合計 7,089,562 6,501,757

無形固定資産   

借地権 31,121 34,711

のれん 194,824 220,236

その他 7,756 7,756

無形固定資産合計 233,702 262,704

投資その他の資産   

投資有価証券 106,860 107,595

保険積立金 223,692 214,409

差入保証金 2,122,593 2,094,912

繰延税金資産 186,789 253,680

その他 348,793 278,781

貸倒引当金 △160,680 △55,870

投資その他の資産合計 2,828,048 2,893,509

固定資産合計 10,151,314 9,657,971

資産合計 14,503,965 15,394,165
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 437,270 392,615

短期借入金 460,000 2,200,000

1年内償還予定の社債 665,000 165,000

1年内返済予定の長期借入金 1,188,001 954,208

未払法人税等 282,003 385,498

賞与引当金 296,557 165,772

役員賞与引当金 25,500 81,740

その他 956,147 1,339,147

流動負債合計 4,310,478 5,683,982

固定負債   

社債 465,000 1,130,000

長期借入金 2,377,995 1,699,628

役員退職慰労引当金 467,424 452,460

資産除去債務 93,307 －

繰延税金負債 18,059 2,945

その他 50,859 55,623

固定負債合計 3,472,646 3,340,656

負債合計 7,783,125 9,024,639

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,071,590 1,071,590

資本剰余金 1,228,876 1,228,876

利益剰余金 4,852,453 4,190,704

自己株式 △273,132 △15,460

株主資本合計 6,879,787 6,475,710

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △355 △338

為替換算調整勘定 △158,592 △105,845

評価・換算差額等合計 △158,948 △106,183

純資産合計 6,720,839 6,369,526

負債純資産合計 14,503,965 15,394,165
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年５月31日) 

売上高 10,463,105 10,880,710

売上原価 3,439,917 3,361,706

売上総利益 7,023,188 7,519,003

販売費及び一般管理費 5,485,591 6,000,783

営業利益 1,537,596 1,518,220

営業外収益   

受取利息 1,621 7,938

受取配当金 770 1,182

受取賃貸料 17,656 16,343

受取手数料 22,365 14,668

為替差益 － 8,888

その他 33,228 32,865

営業外収益合計 75,641 81,887

営業外費用   

支払利息 40,437 38,517

社債発行費 8,024 －

為替差損 12,746 －

株式交付費 7,425 －

その他 2,537 4,180

営業外費用合計 71,171 42,697

経常利益 1,542,067 1,557,409

特別利益   

固定資産売却益 461 15

貸倒引当金戻入額 2,446 －

保険解約返戻金 － 3,503

特別利益合計 2,908 3,518

特別損失   

固定資産売却損 467 124

固定資産除却損 7,798 30,709

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,074

特別損失合計 8,266 42,907

税金等調整前四半期純利益 1,536,709 1,518,020

法人税、住民税及び事業税 801,723 655,571

法人税等調整額 △129,789 10,654

法人税等合計 671,934 666,225

少数株主損益調整前四半期純利益 － 851,794

四半期純利益 864,774 851,794
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年５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 1,536,709 1,518,020

減価償却費 291,510 329,779

のれん償却額 25,411 25,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,316 68,890

賞与引当金の増減額（△は減少） 135,272 131,005

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,373 △56,240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,964 14,964

受取利息及び受取配当金 △2,391 △9,120

支払利息 40,437 38,517

社債発行費 8,024 －

株式交付費 7,425 －

固定資産売却損益（△は益） 5 109

固定資産除却損 7,798 30,709

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,074

売上債権の増減額（△は増加） △311,502 △395,470

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,764 22,669

レンタル衣裳の増減額（△は増加） － △260,468

差入保証金の増減額（△は増加） △125,280 49,712

仕入債務の増減額（△は減少） 87,661 49,573

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,906 △61,602

その他 △146,519 △97,263

小計 1,490,167 1,411,271

利息及び配当金の受取額 2,610 7,230

利息の支払額 △43,793 △43,535

法人税等の支払額 △828,792 △724,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 620,191 650,039

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △47,586 △130,026

定期預金の払戻による収入 33,676 77,982

有価証券の取得による支出 △10,000 －

有価証券の償還による収入 10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △470,795 △955,589

有形固定資産の売却による収入 8,189 342

貸付けによる支出 △9,105 －

貸付金の回収による収入 39,854 1,250

投資活動によるキャッシュ・フロー △445,766 △996,042

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） △212,000 △1,740,000

長期借入れによる収入 800,000 2,150,000

長期借入金の返済による支出 △1,132,331 △1,237,840

社債の発行による収入 291,975 －

社債の償還による支出 △165,000 △165,000

自己株式の処分による収入 563,252 －

自己株式の取得による支出 △86 △257,672

配当金の支払額 △178,959 △188,120

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,148 △1,438,632
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年５月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,704 △3,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122,571 △1,788,289

現金及び現金同等物の期首残高 1,016,454 3,000,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,139,026 1,211,831
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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９月１日 至平成22年５月31日）において、当企業グループは、婚礼

に関連したブライダル事業を主たる事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありませ

ん。 

  

【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９月１日 至平成22年５月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  ハワイ・・・米国ハワイ州のみをその地域としております。  

  その他・・・ミクロネシア（グアム及びサイパン）、オーストラリア、中華人民共和国、ベトナム社会

  主義共和国 

   

【海外売上高】  

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22年５月31日）において、海外売上高の合計が連結

売上高の10％未満であるため、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

  
日本 

（千円） 
ハワイ 

（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 
 10,258,449  177,357  27,297  10,463,105  －  10,463,105

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,413,840  353,860  513,616  2,281,317  (2,281,317)  －

計  11,672,289  531,218  540,914  12,744,422  (2,281,317)  10,463,105

 営業利益  1,670,151  26,298  9,063  1,705,513  (167,916)  1,537,596
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【セグメント情報】 

 ① 報告セグメントの概要  

当企業グループの報告セグメントは、当企業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事業セグメントのう

ち、経済的特徴や製品・サービスの内容等が概ね類似しているものを集約したものであります。 

当企業グループは、婚礼衣裳の企画・製造・卸売及び貸衣裳店向けのレンタルを行う「ホールセール事業」、

インショップ及びオープンショップの運営並びに国内外リゾート挙式サービスを行う「ショップ事業」、結婚式

場の運営を行う「式場事業」の３つを報告セグメントとしており、この報告セグメントごとに包括的な戦略を立

案し、事業活動を展開しております。 

 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９月１日 至平成23年５月31日） 

 （注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

     （単位：千円） 

     ※ 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。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。     

 ③ 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。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１． 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２． 

ホールセール
事業 

ショップ 
事業 

式場事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,463,549  5,763,943  1,653,216  10,880,710  －  10,880,710

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 1,600,018  1,038,863  1,200  2,640,082  (2,640,082)  －

計  5,063,568  6,802,807  1,654,416  13,520,792  (2,640,082)  10,880,710

セグメント利益  633,716  1,040,563  54,341  1,728,620  (210,400)  1,518,220

  当第３四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去・そ
の他調整額 

 26,223

全社費用※  △236,623

合計  △210,400

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱クラウディア（3607）　平成23年８月期　第３四半期決算短信

－ 11 －



  

（１）生産、受注及び販売の状況 

 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、前年同四半期比については、前年同四半期を新セグメント区分に組み替えて算出し

ております。  

① 生産実績 

 当第３四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、製造原価額（一部予定原価額を含む）によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

 当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．ホールセール事業については、製・商品の販売価額によっております。 

      なお、ホールセール事業のうちリース事業（貸衣裳店向けレンタル）については、当該事業の性質上受注高

及び受注残高を正確に把握することが困難であるため含めておりません。 

    ２．ショップ事業及び式場事業については、施行予定月ごとの受注状況管理を行っているため、受注高及び受注

残高を把握することが困難であり記載しておりません。 

      なお、式場事業については、金額による記載に代えて組数による記載をしております。  

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．セグメント間の取引については相殺消去しております。  

    ３．販売実績が総販売実績の10％以上の相手先はありません。  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23年５月31日） 
前年同四半期比（％） 

ホールセール事業（千円）  928,578  95.4

ショップ事業（千円）  －  －

式場事業（千円）  －  －

合計（千円）  928,578  95.4

セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23年５月31日）  

受注高 
前年同四半期比 

(％) 
受注残高 

前年同四半期比 
(％) 

ホールセール事業（千円）  2,666,680  89.2  1,024,934  81.5

ショップ事業（千円）  －  －  －  －

式場事業（組）  659  136.2  592  134.9

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23年５月31日） 
前年同四半期比（％） 

ホールセール事業（千円）  3,463,549  94.2

ショップ事業（千円）  5,763,943  108.4

式場事業（千円）  1,653,216  112.7

合計（千円）  10,880,710  104.0
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