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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 4,355 39.8 △112 ― △145 ― △164 ―
23年3月期第2四半期 3,115 54.7 175 ― 154 ― 94 ―

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

24年3月期第2四半期 △44.05 ―
23年3月期第2四半期 25.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 6,606 1,036 15.6
23年3月期 5,814 1,187 20.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,031百万円 23年3月期  1,186百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
当社は定款において第2四半期末日および期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では平成24年3月期の期末日の配当予定額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 10,710 55.6 1,022 60.7 963 61.4 608 73.2 163.17



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 3,742,500 株 23年3月期 3,730,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 202 株 23年3月期 185 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 3,735,215 株 23年3月期2Q 3,729,959 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
半期財務諸表に対する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、第2
四半期決算短信 添付資料P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は以下のとおり機関投資家およびアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、開催後速やかに当社ホームペ
ージで掲載する予定です。 
・平成23年10月28（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済状況は、３月11日に発生した東日本大震災とその後の福島第一原子

力発電所の事故の影響を受けた経済活動に回復の兆しが見られるものの、世界経済の下振れ懸念に伴う円高の進行

や欧州の経済危機など、依然として先行き不透明な状況となっております。 

 このような環境下、当社は「施設スタイルにこだわらない都市型ブライダルオペレーター」として、東京23区お

よび政令指定都市に展開した挙式・披露宴施設の運営を継続してまいりました。 

 新規施設の出店については、大都市圏の認知度が高く、アクセス性の良い立地に合計４施設９バンケットをオー

プンいたしました。具体的には平成23年４月に専門式場スタイルである「ラグナヴェール ＮＡＧＯＹＡ」（栄駅

事業所）、「ザ マグナス ＴＯＫＹＯ」（銀座事業所）、「ラグナヴェール ＯＳＡＫＡ」（堂島事業所）を、平

成23年５月にレストランスタイルである「ラグナヴェール ＰＲＥＭＩＥＲ」（大阪駅事業所）をそれぞれオープ

ンいたしました。これらにより平成23年９月30日現在における当社の施設数は10施設、バンケット数は22バンケッ

トとなっております。 

 また、大阪駅事業所において駅直結という利便性の高さを活かし、婚礼料理で培ったノウハウを注ぎ込んだ高価

格帯フレンチレストランを開業いたしました。 

 さらに、結婚式準備の作業効率化による新郎新婦の作業負担軽減やゲストによる挙式・披露宴づくりを行うこと

ができるソーシャルメディアウェディングサービス「Anniversary Create（アニバーサリークリエイト）」を開発

し、平成23年９月より運用開始いたしました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％増）、営業損失 千

円（前年同期は 千円の営業利益）、経常損失 千円（前年同期は 千円の経常利益）、四半期

純損失 千円（前年同期は 千円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における資産総額は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加

となりました。その主な要因は、新規出店等に伴い有形固定資産が 千円、基幹システム導入等により無形

固定資産が 千円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が 千円減少したこと等によるものでありま

す。 

 当第２四半期会計期間末における負債総額は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加

となりました。その主な要因は、前受金が 千円、運転資金の借入による短期借入金が 千円それぞれ

増加した一方で、法人税等の納付により未払法人税等が 千円減少したこと等によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における純資産総額は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の減

少となりました。その主な要因は、四半期純損失の計上に伴い利益剰余金が 千円減少したこと等によるも

のであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の業績予想につきましては、挙式・披露宴の施行件数が想定を超え、売上高が予想を上回

ったこと、提供商品および提供サービスの原価率の低減や販管費の抑制努力等によりコスト削減を図ったこと等の

理由から、平成23年10月19日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行っておりますが、平成

24年３月期通期業績予想につきましては、今期の受注活動を継続中であることから、平成23年５月９日公表の業績

予想からの修正は行っておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,355,010 39.8 112,021

175,058 145,565 154,733

164,553 94,570

6,606,715 792,178

822,333

120,268 346,287

5,570,499 943,652

320,612 192,000

199,250

1,036,216 151,474

164,553



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,287,807 941,519

売掛金 14,013 17,871

原材料及び貯蔵品 26,276 45,899

その他 186,560 325,936

貸倒引当金 △455 △391

流動資産合計 1,514,201 1,330,835

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,449,627 3,194,755

建設仮勘定 1,241,190 20,830

その他（純額） 322,869 620,434

有形固定資産合計 3,013,687 3,836,020

無形固定資産 64,028 184,296

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,061,165 1,149,246

その他 161,455 106,315

投資その他の資産合計 1,222,620 1,255,562

固定資産合計 4,300,336 5,275,880

資産合計 5,814,537 6,606,715

負債の部   

流動負債   

買掛金 257,613 371,801

短期借入金 － 192,000

1年内返済予定の長期借入金 873,678 955,462

リース債務 82,295 85,458

未払法人税等 214,750 15,500

前受金 544,585 865,197

その他 651,458 770,406

流動負債合計 2,624,381 3,255,827

固定負債   

長期借入金 1,532,437 1,586,233

資産除去債務 156,150 337,434

リース債務 177,496 136,792

その他 136,381 254,211

固定負債合計 2,002,465 2,314,672

負債合計 4,626,847 5,570,499

純資産の部   

株主資本   

資本金 478,090 482,777

資本剰余金 436,090 440,777

利益剰余金 272,367 107,814

自己株式 △109 △126

株主資本合計 1,186,437 1,031,242

新株予約権 1,253 4,974

純資産合計 1,187,690 1,036,216

負債純資産合計 5,814,537 6,606,715



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,115,181 4,355,010

売上原価 1,172,102 1,544,344

売上総利益 1,943,079 2,810,666

販売費及び一般管理費 1,768,020 2,922,688

営業利益又は営業損失（△） 175,058 △112,021

営業外収益   

受取賃貸料 3,630 4,208

協賛金収入 2,036 1,654

その他 2,418 3,157

営業外収益合計 8,084 9,019

営業外費用   

支払利息 25,980 35,509

その他 2,429 7,054

営業外費用合計 28,409 42,563

経常利益又は経常損失（△） 154,733 △145,565

特別損失   

固定資産除却損 2,353 183

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,380 －

特別損失合計 36,733 183

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 117,999 △145,749

法人税、住民税及び事業税 74,143 6,523

法人税等調整額 △50,713 12,280

法人税等合計 23,429 18,804

四半期純利益又は四半期純損失（△） 94,570 △164,553



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

117,999 △145,749

減価償却費 186,971 417,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） 261 △64

受取利息及び受取配当金 △216 △109

支払利息 25,980 35,509

固定資産除却損 2,353 183

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,380 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,081 △3,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,666 △19,623

前払費用の増減額（△は増加） 1,078 △26,476

未収入金の増減額（△は増加） △2,474 2,133

未収消費税等の増減額（△は増加） － △81,244

仕入債務の増減額（△は減少） △18,974 114,188

前受金の増減額（△は減少） 235,596 320,612

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,904 △50,945

預り金の増減額（△は減少） △12,653 △19,350

未払金の増減額（△は減少） 30,676 36,863

未払費用の増減額（△は減少） 27,970 85,148

その他 6,430 25,377

小計 613,892 690,587

利息及び配当金の受取額 216 109

利息の支払額 △35,520 △45,234

法人税等の支払額 △173,052 △204,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 405,536 441,007

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 △437,325 △823,295

無形固定資産の取得による支出 △1,850 △132,743

敷金及び保証金の差入による支出 △268,664 △88,522

預り保証金の返還による支出 △20,000 △10,000

その他 577 441

投資活動によるキャッシュ・フロー △727,262 △1,054,121

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 192,000

長期借入れによる収入 250,000 665,000

長期借入金の返済による支出 △191,136 △529,420

株式の発行による収入 － 9,375

割賦債務・リース債務の返済による支出 △34,262 △70,112

株式公開費用の支出 △9,735 －

株式の発行による支出 △386 －

自己株式の取得による支出 △68 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,411 266,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △307,314 △346,287

現金及び現金同等物の期首残高 1,179,309 1,281,307

現金及び現金同等物の四半期末残高 871,994 935,019



 該当事項はありません。  

  

 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）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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