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１．平成23年 12月期第３四半期の連結業績（平成23年 1月 1日～平成23年 9月 30日） 

(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 

 

23年 12月期第3四半期 

22年 12月期第3四半期 

百万円 

7,398 

－ 

％ 

－ 

－ 

百万円 

333 

－ 

％ 

－ 

－ 

百万円 

360 

－ 

％ 

－ 

－ 

百万円 

147 

－ 

％ 

－ 

－ 

 

 

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 

 

23年 12月期第3四半期 

22年 12月期第3四半期 

円 銭  

1,435.03  

－  

円 銭  

－  

－  

(注)平成 23年 12月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年 12月期第 3四半期の数値および

対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

 

(2)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

23年 12月期第3四半期 

22年 12月期 

百万円  

9,590  

－  

百万円  

4,892  

－  

％  

51.0  

－  

円 銭 

47,559.68  

－  

(参考) 自己資本 23年 12月期第 3四半期 4,892百万円 22年 12月期 －百万円 

(注)平成 23年 12月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年 12月期の数値については記載し 

ておりません。 

 

２．配当の状況 

 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 

2,200.00  

円 銭 

2,200.00  

 

22年 12月期 

23年 12月期 

円 銭 

－  

－  

円 銭 

0.00  

1,200.00 

円 銭 

－  

－    

23年 12月期      

（予想） 

     1,300.00  2,500.00  

(注)1．当四半期における配当予想の修正の有無 ： 無 

  2．平成 22年 12月期の期末配当の内訳 普通配当1,200円 00銭 記念配当 1,000円 00銭 

 

３．平成23年 12月期の連結業績予想（平成23年 1月 1日～平成 23年 12月 31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 

 

通 期 

百万円  ％ 

11,100  － 

百万円  ％ 

1,460  －  

百万円  ％ 

1,473  －  

百万円  ％ 

789  －  

円 銭 

7,670 17  

(注)1．当四半期における業績予想の修正の有無 ： 無 

  2．平成 23年 12月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりま

せん。 

 

 



４．その他 （詳細は、四半期決算短信【添付資料】４ページ「その他の情報」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 

  新規 －社（社名          ）、 除外 －社（社名          ） 

 (注)当四半期連結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) 簡便な会計処理および特有の会計処理の適用 ： 無 

   (注)簡便な会計処理およ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 

   ②①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、表示方法の変更の有無となります。 

 

 (4) 発行済株式数（普通株式） 

   ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年 12月期 3Q 107,172株 22年 12月期   107,172株 

   ②期末自己株式数           23年 12月期 3Q  4,306株 22年 12月期    4,306株 

   ③期中平均株式数（四半期累計）    23年 12月期 3Q 102,866株 22年 12月期 3Q 101,511株 

 

※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およ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

る条件およ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】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。  
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第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行

っておりません。また、当社グループは婚礼事業ならびにこれらに付帯する業務の単一セグメントである

ため、セグメント区分に変えて部門別に事業の概況を記載しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、世界的

な金融不安の影響による円高の進行や産業の空洞化懸念、また、東日本大震災の影響による経済収縮や

雇用情勢の悪化懸念が残っているなど、厳しい状況で推移いたしました。一方では民間における設備投

資動向に下げ止まり傾向、また、個人消費においては持ち直し傾向が見られるなど、一部において景気

良化の動きがみられておりますが、先行きにつきましては依然として不透明な状況が継続しておりま

す。 

このような中、当社グループにおきましては、「Rock Your Life～世の中に元気を与え続ける会社で

ありたい～」の経営理念のもと、健全な財務体質を構築しつつ堅実な出店、オンリーワンを追求するた

めの様々な取り組みを行ってまいりました。 

婚礼プロデュース部門におきましては、３月に古都鎌倉の材木座海岸に２バンケット（宴会場）を有

するオーシャンビューのゲストハウス「アマンダンブルー鎌倉」（神奈川県鎌倉市）を開業し、５月に

は長野市上松に桜の名所として有名な善光寺を見下ろす高台に２バンケットを有するゲストハウス「ア

マンダンスカイ」（長野県長野市）を開業し、事業エリアの拡大に努めました。また、従来のメインタ

ーゲットとは異なる価格帯の顧客ニーズに対して、初期投資を抑えながら、一段上のサービスを提供す

る新ブランド「フレアージュ」を立ち上げ、３月には第１号店となる「フレアージュ スウィート」

（青森県青森市）を出店することで、今後の収益拡大に向けた取り組みを行いました。婚礼衣裳部門に

おきましては、「アマンダンスカイ」施設内に「エクリュスポーゼ長野店」（長野県長野市）を開業い

たしました。ホテル・レストラン部門におきましては、高いブランド力を持つ東京・銀座に、ロール寿

司を中心とした創作和食レストラン「SHARI」のアジア旗艦店として、「SHARI THE TOKYO SUSHI BAR」

（東京都中央区）を２月に開業いたしました。 

  

これら営業活動の結果、当第３四半期連結会計期間末における当社グループの店舗数は、以下のとお

りとなり、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,398百万円となりました。 

 

利益面につきましては、上半期に集中した新店開業に伴うイニシャルコストが通常稼動に先行して発

生したこと、また、固定資産（主に建物）の耐用年数について経済的使用可能予測期間の見直しを実施

したことで、減価償却費が89百万円増加したこと等の要因により、営業利益は333百万円、経常利益は

360百万円および四半期純利益は147百万円となりました。 

部門別の状況は次のとおりであります。  

当第３四半期連結累計期間におきましては、前事業年度に開店したゲストハウス２店舗（「広島モ

ノリス」および「新潟モノリス」）および３月に開店した１店舗（「アマンダンブルー鎌倉」）が業

績に寄与いたしました結果、婚礼プロデュース部門の売上高は2,902百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

出店形式 ゲストハウス

結婚式場 

ホテル

フレアージュ

ドレス 

ショップ

レストラン 提携施設

店舗数 17 2 1 16 2 7

① 婚礼プロデュース部門



  

当第３四半期連結累計期間におきましては、前事業年度に開店したドレスショップ「エクリュスポ

ーゼ新潟店」が業績に寄与いたしました結果、婚礼衣裳部門の売上高は1,475百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間におきましては、婚礼プロデュース部門と同様に前事業年度に開店した

ゲストハウス２店舗（「広島モノリス」および「新潟モノリス」）および３月に開店した１店舗

（「アマンダンブルー鎌倉」）が業績に寄与いたしました結果、ホテル・レストラン部門の売上高は

3,020百万円となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産総額は9,590百万円となりました。このうち流動資産合

計は2,102百万円となり、その主な内訳は、現金及び預金が1,589百万円となっております。固定資産

合計は7,488百万円となり、その主な内訳は、店舗に係る建物が4,988百万円、土地が767百万円とな

っております。また、店舗等の不動産賃借契約に係る差入保証金が568百万円となっております。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債総額は4,697百万円となりました。このうち流動負債合

計は3,754百万円となり、その主な内訳は、運転資金の借入による短期借入金が1,200百万円、挙式・

披露宴等に係る前受金が994百万円、また、設備投資に係る１年内返済予定の長期借入金が622百万円

となっております。固定負債合計は943百万円となり、その主な内訳は、設備投資に係る長期借入金

が729百万円となっております。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産総額は4,892百万円となりました。その主な内訳は、

利益剰余金が3,932百万円となっております。 

  

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（以下「資金」という。）は、有形固定

資産の取得による支出等があったものの前受金の増加額および短期借入金の増加額があったことによ

り7百万円増加し、また、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額が126百万円あったことにより

1,589百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果、獲得した資金は579百万円となりました。主な要因は、法人税等の支払額が669百

万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が294百万円、前受金の増加額が474百万円あったこ

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1,375百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得に

よる支出が1,365百万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、獲得した資金は808百万円となりました。主な要因は、配当金の支払額が344百万

円となりましたが、短期借入金の増加額が1,195百万円となったことによるものであります。 

② 婚礼衣裳部門

③ ホテル・レストラン部門

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債および純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況



 

  

当連結会計年度（平成23年12月期）の業績につきましては、平成23年７月29日の「平成23年12月期 

第２四半期決算短信（連結）」で公表いたしました通期業績予想から修正しておりません。 

  

該当事項はありません。  

(注) 当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しており、その作成範囲となる関係会

社は株式会社MARRY MARBLE、株式会社花乃店千樹園および上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司（いずれも連

結子会社）であります。なお、上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司は特定子会社に該当しております。 

また、第２四半期連結会計期間より、NOVARESE KOREA INC.を新たに設立し連結の範囲に含めております

が、特定子会社には該当いたしません。 

  

該当事項はありません。 

  

資産除去債務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、「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）および「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および経常利益が8百万円減少し、税金等調整前

四半期純利益が47百万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132百万円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要



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9月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,589,672 

売掛金 103,961 

商品 118,903 

原材料及び貯蔵品 110,304 

その他 179,214 

流動資産合計 2,102,057 

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 4,988,795 

土地 767,790 

その他（純額） 634,790 

有形固定資産合計 6,391,376 

無形固定資産 50,444 

投資その他の資産  

差入保証金 568,083 

その他 478,287 

投資その他の資産合計 1,046,371 

固定資産合計 7,488,192 

資産合計 9,590,249 

負債の部  

流動負債  

買掛金 393,954 

短期借入金 1,200,000 

1年内返済予定の長期借入金 622,190 

未払法人税等 10,147 

前受金 994,860 

賞与引当金 55,264 

その他 478,521 

流動負債合計 3,754,938 

固定負債  

長期借入金 729,008 

資産除去債務 141,289 

その他 72,740 

固定負債合計 943,037 

負債合計 4,697,975 



（単位：千円）

当第3四半期連結会計期間末 

(平成23年9月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 608,825 

資本剰余金 468,373 

利益剰余金 3,932,308 

自己株式 △109,909 

株主資本合計 4,899,598 

評価・換算差額等  

為替換算調整勘定 △7,324 

評価・換算差額等合計 △7,324 

純資産合計 4,892,274 

負債純資産合計 9,590,249 



  (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）

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,398,598 

売上原価 3,283,218 

売上総利益 4,115,380 

販売費及び一般管理費 3,782,312 

営業利益 333,067 

営業外収益  

受取利息 5,291 

受取手数料 17,775 

違約金収入 15,000 

その他 5,317 

営業外収益合計 43,384 

営業外費用  

支払利息 15,239 

その他 697 

営業外費用合計 15,936 

経常利益 360,515 

特別損失  

固定資産除却損 6,316 

災害による損失 20,830 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,063 

特別損失合計 66,209 

税金等調整前四半期純利益 294,305 

法人税、住民税及び事業税 135,551 

法人税等調整額 11,138 

法人税等合計 146,689 

少数株主損益調整前四半期純利益 147,615 

四半期純利益 147,615 



  (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９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 294,305 

減価償却費 605,783 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,063 

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,316 

受取利息及び受取配当金 △5,291 

支払利息 15,239 

違約金収入 △15,000 

固定資産除却損 6,316 

災害損失 20,830 

その他の損益（△は益） △964 

売上債権の増減額（△は増加） 16,011 

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,338 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 46,541 

仕入債務の増減額（△は減少） △31,127 

前受金の増減額（△は減少） 474,350 

未払金の増減額（△は減少） 5,344 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △103,705 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 9,948 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △2,735 

小計 1,262,255 

利息及び配当金の受取額 5,290 

利息の支払額 △15,714 

訴訟和解金の受取額 3,600 

違約金の受取額 15,000 

災害損失の支払額 △20,830 

法人税等の支払額 △669,754 

営業活動によるキャッシュ・フロー 579,846 

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 △1,365,960 

無形固定資産の取得による支出 △6,172 

差入保証金の差入による支出 △30,389 

差入保証金の回収による収入 26,918 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,375,603 

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） 1,195,561 

長期借入れによる収入 415,000 

長期借入金の返済による支出 △457,844 

配当金の支払額 △344,523 

財務活動によるキャッシュ・フロー 808,193 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,558 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,878 

現金及び現金同等物の期首残高 1,454,947 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 126,847 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,589,672 



該当事項はありません。 

  

当社グループにおいては、婚礼事業ならびにこれらに付帯する業務の単一セグメントであるため、記

載を省略しております。 

(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）および「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。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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