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1.  平成24年8月期第2四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年2月29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 ％

24年8月期第2四半期 7,324 2.8 655 △36.5 669 △36.7 659 10.5
23年8月期第2四半期 7,126 4.9 1,030 17.9 1,059 22.2 597 25.8

（注）包括利益 24年8月期第2四半期 628百万円 （20.3％） 23年8月期第2四半期 522百万円 （―％）

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8月期第2四半期 142.76 ―
23年8月期第2四半期 126.71 ―

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

24年8月期第2四半期 13,480 6,722 49.9 1,454.43
23年8月期 13,296 6,209 46.7 1,343.48
（参考） 自己資本   24年8月期第2四半期  6,722百万円 23年8月期  6,209百万円

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   

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8月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00
24年8月期 ― 20.00
24年8月期（予想） ― 20.00 40.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8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  ：  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 14,350 4.1 1,420 1.8 1,420 0.0 1,100 204.8 237.98



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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】３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。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
 当社は、平成24年４月12日に機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホーム
ページに掲載する予定です。 

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8月期2Q 4,844,600 株 23年8月期 4,844,600 株
② 期末自己株式数 24年8月期2Q 222,351 株 23年8月期 222,292 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期2Q 4,622,288 株 23年8月期2Q 4,713,871 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災に伴う復興需要もあり緩やかな回復傾向が続

くことが期待されるものの、欧州金融不安の継続や円高の定着により輸出が鈍っており景気の回復は足踏み状態で

推移しております。 

  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ます。 

  ホールセール事業においては、平成24年１月に大手得意先とのコラボレーションにより篠田麻里子さんがプロデ

ュースするウェディングドレスの新ブランド「Love Mary」を発表いたしました。 

  ショップ事業においては、国内では平成23年12月に「ロイトン札幌衣裳室」（札幌市中央区）を新規開業いたし

ました。また、ミクロネシアではグアム挙式が、平成23年４月から開始いたしました「ウェスティン・リゾート・

グアム」内のチャペルの受託運営効果により好調に推移いたしました。  

  式場事業においては、結婚式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」（沖縄県名護市）が平成23年３月の開業から

１年を迎え、認知度の向上に伴い、施行及び受注状況とも順調に増加いたしました。   

  以上の結果、当第２四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 ％減）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）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、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、東日本大震災発生後の受注落ち込みからの回復期となった前第４四半期連結会計期間に獲

得した受注残高の納期が到来したことにより、 百万円（前年同四半期比 ％増）と好調に推移いたしま

した。また、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）において料金体系の見直しを実

施したこと等により、売上高は 百万円（同 ％増）と引き続き好調に推移いたしました。 

  この結果、ホールセール事業の売上高は 百万円（同 ％増）となりました。営業利益は 百万円

（同 ％減）と前年同四半期に比べ大幅に減少いたしました。営業利益の主な減少要因として、前連結会計

年度は「レンタル衣裳の耐用年数の見直し」の実施初年度という一時的な利益上昇要因があったことが挙げら

れます。 

 ② ショップ事業 

  インショップ店舗の撤退により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。国内外リゾート挙

式の売上高は、 百万円（同 ％増）と堅調に推移いたしました。 

  この結果、ショップ事業の売上高は 百万円（同 ％減）となりました。営業利益は 百万円（同

％減）と前年同四半期に比べ減少いたしました。営業利益の主な減少要因として、国内レンタル収入等の

売上高減少及びホールセール事業と同様、前連結会計年度は「レンタル衣裳の耐用年数の見直し」の実施初年

度という一時的な利益上昇要因があったことが挙げられます。 

 ③ 式場事業 

  平成23年３月に開業いたしました結婚式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」の新規開業効果により、施行

組数が 組と前年同四半期に比べ 組増加し、売上高は 百万円（同 ％増）となりました。営業利

益は 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）と大幅に増加いたしました。営業利益の主な増加要因とし

て、売上高の増加に加え、前連結会計年度は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

発生という一時的な利益減少要因があったことが挙げられます。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,324 2.8 655

36.5 669 36.7 659 10.5

1,763 4.0

576 9.9

2,340 5.4 155

62.5

719

4.4 1,529 8.2

1,555 3.3

3,804 3.1 672

11.2

440 154 1,179 20.0

55 0
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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２四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 百万円増加し、 百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金 百万円、受取手形及び売掛金 百万円の増加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 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、有形固定資産 百万円の

増加、繰延税金資産 百万円の減少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

万円増加し、 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、未払法人税等

百万円の増加、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 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、繰延税

金負債 百万円の増加、社債 百万円、長期借入金 百万円、役員退職慰労引当金 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、円高を背景に為替換算調整勘定のマイナス幅が 百万円拡大したこと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２四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 百万円の収入、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２四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２四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、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） 

  投資活動により得られた資金は 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、平成

23年11月に「銀座クチュールNAOCO 銀座店」（東京都中央区）の土地及び建物について 百万円で譲渡したこ

と等による有形固定資産の売却 百万円等の収入があった一方で、隣接する代替地を 百万円で取得したこと

等による有形固定資産の取得 百万円等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、短・長期借入れ

による 百万円の収入があった一方で、長期借入金の返済 百万円、社債の償還 百万円、配当金の支払額

百万円等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 

 詳細につきましては、本日公表の「平成24年８月期第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異及び平成

24年８月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。    
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２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,235,369 1,477,961

受取手形及び売掛金 1,103,959 1,314,607

商品及び製品 292,572 250,077

仕掛品 222,551 209,356

原材料 137,351 123,933

貯蔵品 114,163 111,430

繰延税金資産 257,137 260,426

その他 418,850 276,482

貸倒引当金 △13,754 △18,372

流動資産合計 3,768,201 4,005,902

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,045,288 5,183,468

減価償却累計額 △1,735,825 △1,833,394

建物及び構築物（純額） 3,309,463 3,350,074

機械装置及び運搬具 327,168 317,690

減価償却累計額 △219,034 △213,509

機械装置及び運搬具（純額） 108,133 104,180

工具、器具及び備品 536,734 600,934

減価償却累計額 △351,462 △386,295

工具、器具及び備品（純額） 185,272 214,639

レンタル衣裳 582,077 562,099

減価償却累計額 △335,426 △283,738

レンタル衣裳（純額） 246,651 278,361

土地 2,519,351 2,574,241

建設仮勘定 101,380 34,101

有形固定資産合計 6,470,253 6,555,597

無形固定資産   

借地権 30,326 29,128

のれん 186,353 169,412

その他 7,756 7,756

無形固定資産合計 224,436 206,297

投資その他の資産   

投資有価証券 107,003 117,328

保険積立金 230,981 220,356

差入保証金 1,982,716 1,992,208

繰延税金資産 335,575 229,880

その他 331,517 308,425

貸倒引当金 △154,430 △155,810

投資その他の資産合計 2,833,365 2,712,388

固定資産合計 9,528,055 9,474,283

資産合計 13,296,256 13,480,186
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 371,962 358,277

短期借入金 348,000 380,000

1年内償還予定の社債 665,000 605,000

1年内返済予定の長期借入金 1,143,746 1,018,916

未払法人税等 185,571 346,777

賞与引当金 165,879 168,471

役員賞与引当金 25,260 41,100

その他 991,118 895,627

流動負債合計 3,896,538 3,814,169

固定負債   

社債 465,000 442,500

長期借入金 2,108,731 1,816,679

役員退職慰労引当金 472,413 447,592

資産除去債務 93,694 91,215

繰延税金負債 2,697 97,561

その他 47,194 47,723

固定負債合計 3,189,730 2,943,271

負債合計 7,086,268 6,757,441

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 4,361,559 4,905,861

自己株式 △273,155 △273,215

株主資本合計 6,388,870 6,933,113

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △253 △73

為替換算調整勘定 △178,629 △210,294

その他の包括利益累計額合計 △178,883 △210,367

純資産合計 6,209,987 6,722,745

負債純資産合計 13,296,256 13,480,186
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 7,126,816 7,324,143

売上原価 2,172,772 2,451,342

売上総利益 4,954,043 4,872,801

販売費及び一般管理費 3,923,131 4,217,730

営業利益 1,030,911 655,070

営業外収益   

受取利息 5,554 4,465

受取配当金 31 34

受取賃貸料 10,730 10,790

受取手数料 11,241 8,364

為替差益 2,361 936

その他 26,898 15,375

営業外収益合計 56,817 39,965

営業外費用   

支払利息 25,929 21,191

その他 2,715 3,900

営業外費用合計 28,645 25,091

経常利益 1,059,083 669,944

特別利益   

固定資産売却益 15 553,718

資産除去債務戻入益 － 8,502

保険解約返戻金 3,503 －

特別利益合計 3,518 562,220

特別損失   

固定資産除却損 18,632 722

役員退職慰労金 － 25,382

保険解約損 － 4,484

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 30,706 30,589

税金等調整前四半期純利益 1,031,896 1,201,575

法人税、住民税及び事業税 428,712 345,137

法人税等調整額 5,904 196,577

法人税等合計 434,617 541,715

少数株主損益調整前四半期純利益 597,278 659,859

四半期純利益 597,278 659,859
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 597,278 659,859

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 38 180

為替換算調整勘定 △74,788 △31,664

その他の包括利益合計 △74,750 △31,484

四半期包括利益 522,528 628,375

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 522,528 628,375

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29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 1,031,896 1,201,575

減価償却費 201,781 244,201

のれん償却額 16,941 16,941

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,904 6,005

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,426 2,670

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △39,140 15,840

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,976 △24,820

受取利息及び受取配当金 △5,585 △4,499

支払利息 25,929 21,191

固定資産売却損益（△は益） △15 △553,718

固定資産除却損 18,632 722

資産除去債務戻入益 － △8,502

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） △153,733 △270,613

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,387 70,643

レンタル衣裳の増減額（△は増加） △238,970 △32,665

差入保証金の増減額（△は増加） 52,272 △29,500

仕入債務の増減額（△は減少） 2,917 △10,520

未払消費税等の増減額（△は減少） △65,831 52,944

その他 △50,747 115,398

小計 867,114 813,293

利息及び配当金の受取額 3,166 7,292

利息の支払額 △26,214 △21,167

法人税等の支払額 △382,238 △182,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 461,827 617,261

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 △130,484 △84,589

定期預金の払戻による収入 51,316 35,746

有価証券の償還による収入 10,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △10,000

有形固定資産の取得による支出 △779,355 △1,083,929

有形固定資産の売却による収入 301 1,314,185

貸付金の回収による収入 900 700

投資活動によるキャッシュ・フロー △847,322 172,113

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） △2,004,000 32,000

長期借入れによる収入 1,950,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △930,987 △616,882

社債の償還による支出 △82,500 △82,500

自己株式の取得による支出 △257,625 △59

配当金の支払額 △120,616 △115,596

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,445,728 △583,038

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,688 △8,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,841,910 198,066

現金及び現金同等物の期首残高 3,000,121 1,112,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,158,211 1,310,638
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 該当事項はありません。  

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年９月１日 至平成23年２月28日） 

１．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  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円には、セグメント間取引消去・その他調整額

千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行っ

ております。   

２．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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年９月１日 至平成24年２月29日） 

１．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  

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去・その他調整額 千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。  

   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。   

２．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。 

  

   

 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）セグメント情報等

  （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  2,219,995  3,924,021  982,799  7,126,816  －  7,126,816

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 1,100,026  670,146  1,200  1,771,373  (1,771,373)  －

計  3,320,022  4,594,167  983,999  8,898,189  (1,771,373)  7,126,816

セグメント利益又は損失 

（△） 
 415,379  756,602  △74  1,171,908  (140,996)  1,030,911

△140,996

38,761 △179,757

  （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  2,340,174  3,804,281  1,179,687  7,324,143  －  7,324,143

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 1,014,368  844,115  2,545  1,861,028  (1,861,028)  －

計  3,354,542  4,648,396  1,182,232  9,185,172  (1,861,028)  7,324,143

セグメント利益  155,759  672,023  55,817  883,600  (228,529)  655,070

△228,529 △55,612

△172,917

（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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