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１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年３月31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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期第１四半期 1,992 0.2 △181 ― △174 ― △164 ―

23年12月期第１四半期 1,987 ― △167 ― △162 ― △147 ―

(注) 包括利益 24年12月期第１四半期△158百万円( ― ％) 23年12月期第１四半期△145百万円( ― ％)

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12月期第１四半期 △1,597 .58 ―

23年12月期第１四半期 △1,430 .36 ―

(2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 9,456 5,178 54.8

  23年12月期 8,970 5,471 61.0

(参考) 自己資本 24年12月期第１四半期 5,178百万円 23年12月期 5,471百万円

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 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年12月期 ― 1,200 .00 ― 1,300 .00 2,500 .00

24年12月期 ―

24年12月期

(予想)

1,200 .00 ― 1,300 .00 2,500 .00

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 4,980 △2.6 50 △86.5 56 △85.2 14 △91.7 136 .10

通 期 12,540 13.8 1,530 21.2 1,540 19.0 880 21.5 8,554 .82



 

  

 

 

 

  

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。 

  

（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きましては、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。 

（決算補足資料の入手方法について） 

決算補足資料は平成24年４月27日（金）に当社ホームページに掲載いたします。 

４．その他

 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

   

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

 (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) 24年12月期１Ｑ 107,172株 23年12月期 107,172株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 4,306株 23年12月期 4,306株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 102,866株 23年12月期１Ｑ 102,866株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………３ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………３ 

２．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………４ 

（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 ……………………………………………………６ 

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………８ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………………８ 

  

○添付資料の目次

㈱ノバレーゼ（2128）　平成24年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

－ 1 －



当社グループは婚礼事業ならびにこれらに附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

門別に記載しております。 

  

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況にある中で、各種政

策効果や復旧・復興需要もあって、緩やかな持ち直し傾向が見えはじめており、個人消費についても底堅く推移

いたしました。一方で企業収益や雇用情勢については持ち直しの動きが見られるものの、依然として不透明な状

況が継続しております。 

このような状況の中、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」との経営理念のもと、重点施策について取り組みを行ってまいりました。 

店舗展開については、当連結会計年度にオープン予定のゲストハウスおよび婚礼二次会需要の取り込みも想定

したレストラン店舗の開発・開業準備と並行して、今後の事業エリア拡大に向けたゲストハウス候補地の選別を

すすめてまいりました。 

新商品開発については、当社が提供するウェディングドレスや披露宴会場にベストマッチした自社デザイナー

によるオリジナルデザインの結婚指輪を開発し、ブライダルのトータル演出を推進しました。また、婚礼写真に

ついて、グループ会社を通じて内製化を図るとともに当該アイテムの販売強化を実施し、クオリティ向上や幅広

い顧客ニーズへ対応することで、新たな収益源の確保に努めました。 

広告戦略については、一部既存店における挙式施行組数の減少への対策として、広告媒体の見直しや出稿量の

見直しなど今後の収益回復に向けた取り組みを実施いたしました。 

これらの結果、売上高については、前連結会計年度末の受注残組数の影響により、一部既存店における挙式施

行組数が減少したものの、ホテル・レストラン部門の宴会・一般飲食売上が増加した結果、当第１四半期連結累

計期間の売上高は1,992百万円（前年同期比0.2％増）となりました。また、利益面については営業損失181百万円

（前年同期は167百万円の営業損失）、経常損失174百万円（前年同期は162百万円の経常損失）および四半期純損

失164百万円（前年同期は147百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、当第１四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っております。 

  

 
  

部門別の状況は次のとおりであります。 

（婚礼プロデュース部門） 

当第１四半期連結累計期間においては、前連結会計年度に開店したゲストハウス、「アマンダンブルー鎌倉」

（神奈川県鎌倉市）、「アマンダンスカイ」（長野県長野市）の増収効果がありましたが、前述のとおり一部既

存店における挙式施行組数が減少したことにより、婚礼プロデュース部門の売上高は740百万円（前年同期比

4.7％減）となりました。 

（婚礼衣裳部門） 

当第１四半期連結累計期間においては、著名人を顧客にもつ米国ブランドと提携して新たなインポートドレス

を揃えるなど商品ラインナップ拡充に努めましたが、一部既存店における衣裳施行組数が減少したことにより、

婚礼衣裳部門の売上高は386百万円（前年同期比2.9％減）となりました。 

（ホテル・レストラン部門） 

当第１四半期連結累計期間においては、既存店における挙式施行組数の減少により婚礼飲食売上については減

少しましたが、前連結会計年度に開店したゲストハウスの増収効果や積極的な宴会受注促進およびレストラン特

化型施設「SHARI THE TOKYO SUSHI BAR」の認知度が向上したことにより、ホテル・レストラン部門の売上高は

865百万円（前年同期比6.4％増）となりました。 

１．当四半期決算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 ６
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資産、負債および純資産の状況 

（資産）  

当第１四半期連結会計期間末における資産総額は9,456百万円となり、前連結会計年度末に比べ486百万円増加

しました。主な要因は、運転資金の借入により現金及び預金が392百万円増加したことや、当連結会計年度に開業

を予定している「横浜モノリス」（横浜市中区）および「天神モノリス」（福岡市中央区）など建設中のゲスト

ハウスに係る建設仮勘定が208百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債総額は4,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ778百万円増加

いたしました。主な要因は、法人税の支払いにより未払法人税等が456百万円減少しましたが、運転資金として短

期借入金が950百万円、設備投資に係る調達として長期借入金が248百万円（１年内返済予定の長期借入金含む）

それぞれ増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産総額は5,178百万円となり、前連結会計年度末に比べ292百万円減

少いたしました。主な要因は、四半期純損失を164百万円計上したことと、前事業年度の期末配当金が133百万円

決議され、それぞれ減少したことによるものであります。 

  

平成24年１月31日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありませ

ん。 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報

 （３）連結業績予想に関する定性的情報
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２【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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 938,222 1,331,145 

売掛金 128,484 99,574 

商品 96,297 108,215 

原材料及び貯蔵品 93,735 96,805 

その他 271,119 295,981 

流動資産合計
1,527,858 1,931,722 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,155,679 5,010,953 

土地 767,790 767,790 

建設仮勘定 16,538 224,882 

その他（純額） 275,679 274,367 

有形固定資産合計 6,215,687 6,277,993 

無形固定資産 69,715 84,698 

投資その他の資産   

差入保証金 647,431 681,753 

その他 509,990 480,775 

投資その他の資産合計
1,157,422 1,162,528 

固定資産合計 7,442,825 7,525,220 

資産合計 8,970,683 9,456,943 

負債の部   

流動負債   

買掛金 452,916 398,917 

短期借入金 － 950,000 

1年内返済予定の長期借入金 587,547 702,636 

未払法人税等 460,805 4,676 

前受金 489,170 709,395 

賞与引当金 93,247 16,277 

その他 603,572 552,216 

流動負債合計
2,687,258 3,334,120 

固定負債   

長期借入金 598,815 732,057 

資産除去債務 141,694 138,653 

その他 71,724 73,575 

固定負債合計
812,233 944,286 

負債合計
3,499,492 4,278,407 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 608,825 608,825 

資本剰余金 468,373 468,373 

利益剰余金 4,509,132 4,211,069 

自己株式 △109,909 △109,909 

株主資本合計 5,476,422 5,178,359 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △5,231 176 

その他の包括利益累計額合計
△5,231 176 

純資産合計 5,471,191 5,178,536 

負債純資産合計 8,970,683 9,456,943 
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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１四半期連結累計期間】 

 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,987,377 1,992,055 

売上原価 943,684 976,704 

売上総利益 1,043,692 1,015,351 

販売費及び一般管理費 1,211,267 1,196,648 

営業損失（△） △167,575 △181,297 

営業外収益   

受取利息 1,845 1,746 

受取手数料 5,183 4,919 

為替差益 2,121 2,270 

その他 838 1,649 

営業外収益合計 9,988 10,586 

営業外費用   

支払利息 4,728 3,835 

その他 477 363 

営業外費用合計
5,205 4,199 

経常損失（△）
△162,792 △174,910 

特別損失   

固定資産除却損 4 8,362 

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
59,897 8,362 

税金等調整前四半期純損失（△） △222,690 △183,273 

法人税、住民税及び事業税 2,015 2,264 

法人税等調整額 △77,570 △21,201 

法人税等合計
△75,554 △18,936 

少数株主損益調整前四半期純損失（△）
△147,135 △164,336 

四半期純損失（△）
△147,135 △164,336 
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   【四半期連結包括利益計算書】 

   【第１四半期連結累計期間】 

 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △147,135 △164,336 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 2,068 5,407 

その他の包括利益合計 2,068 5,407 

四半期包括利益
△145,067 △158,929 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △145,067 △158,929 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

 （３）継続企業の前提に関する注記

 （４）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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