
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第１四半期 3,413 ― 178 ― 162 ― 93 ―
25年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 93百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 ―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

26年３月期第１四半期 8.07 7.82
25年３月期第１四半期 ― ―

（注）平成26年３月期第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、平成25年３月期第１四半期
の数値および対前年同四半期増減率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

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 12,981 2,747 21.0
25年３月期 ― ― ―

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 2,728百万円 25年３月期 ―百万円

（注）平成26年３月期第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、平成25年３月期の数値は記
載しておりません。 
なお、当第１四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としております。

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

25年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 3.00 ― 3.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 7,510 ― 20 ― △15 ― △20 ― △1.74
通期 18,490 ― 1,853 ― 1,786 ― 1,101 ― 94.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

(注）平成26年３月期第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、対前期、第２四半期（累
計）の対前年同四半期増減率は記載しておりません。



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） 株式会社渋谷 、除外 ―社（社名）

（注）詳細は、添付資料P.３「２サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

（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) 26年３月期１Ｑ 11,631,000株 25年３月期 11,612,700株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 606株 25年３月期 606株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 11,617,438株 25年３月期１Ｑ 11,387,724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連結財務諸表のレビュー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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算
に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

 当社は、当第１四半期連結会計期間に子会社を取得したため、第１四半期連結会計期間から連結財務諸表を作成
しております。なお、当第１四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としているため、連結子会社の四半期損益
計算書は連結しておりません。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済状況は、金融緩和をはじめとする経済政策に対する

期待感から、個人消費や輸出の持ち直し等、緩やかな景気回復の動きがみられます。一方で、欧州債務

危機や中国を中心としたアジア地域の景気先行き不安感により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、当社グループは「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。 

具体的な新規施設の開業については、平成25年６月に専門式場スタイルである「アルマリアン ＦＵＫ

ＵＯＫＡ」（福岡市中央区）をオープンいたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高3,413,702千円、営業利益178,639千円、経常

利益162,102千円、四半期純利益93,732千円となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前年同四半期との比較分析はおこな

っておりません。 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産総額は12,981,332千円、負債は10,234,303千円、純資産は

2,747,029千円となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前期末との比較分析は行っておりま

せん。 

当第１四半期連結累計期間の業績は順調に推移しており、平成26年３月期の第２四半期連結累計期間

及び通期の業績予想につきましては、平成25年５月10日公表の業績予想から変更はありません。 

  

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説明

（２）連結財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結累計期間において、株式会社渋谷を新たに取得したため、連結の範囲に含めてお

ります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,038,153

受取手形及び売掛金 241,980

完成工事未収入金 123,093

商品及び製品 577,927

原材料及び貯蔵品 52,667

未成工事支出金 438,113

その他 359,733

貸倒引当金 △6,933

流動資産合計 3,824,734

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 5,809,780

その他 676,630

有形固定資産合計 6,486,411

無形固定資産  

のれん 293,123

その他 177,386

無形固定資産合計 470,509

投資その他の資産  

敷金及び保証金 1,776,674

貸倒引当金 △14,593

その他 437,595

投資その他の資産合計 2,199,676

固定資産合計 9,156,597

資産合計 12,981,332

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 830,141

短期借入金 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,769,774

1年内償還予定の社債 60,000

工事未払金 167,953

前受金 664,863

未払法人税等 35,197

賞与引当金 82,399

その他 1,538,483

流動負債合計 5,348,813
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

固定負債  

社債 90,000

長期借入金 3,922,586

資産除去債務 650,563

その他 222,340

固定負債合計 4,885,490

負債合計 10,234,303

純資産の部  

株主資本  

資本金 532,112

資本剰余金 490,112

利益剰余金 1,706,062

自己株式 △126

株主資本合計 2,728,161

新株予約権 18,867

純資産合計 2,747,029

負債純資産合計 12,981,332

－5－

㈱エスクリ(2196) 平成26年３月期  第１四半期決算短信[日本基準]（連結）



（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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,413,702

売上原価 1,128,624

売上総利益 2,285,077

販売費及び一般管理費 2,106,437

営業利益 178,639

営業外収益  

受取賃貸料 1,452

その他 1,427

営業外収益合計 2,879

営業外費用  

支払利息 15,349

その他 4,066

営業外費用合計 19,415

経常利益 162,102

特別利益  

新株予約権戻入益 1,260

特別利益合計 1,260

税金等調整前四半期純利益 163,362

法人税、住民税及び事業税 26,197

法人税等調整額 43,433

法人税等合計 69,630

少数株主損益調整前四半期純利益 93,732

四半期純利益 93,732
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 93,732

四半期包括利益 93,732

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 93,732
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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当第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、前事業年度末及び前第１

四半期累計（会計）期間の個別財務諸表を参考資料として掲載しております。 

  

（１）貸借対照表 

４．(補足情報)四半期財務諸表(個別)

(単位：千円)

  
前事業年度末に係る貸借対照表

(平成25年３月31日)

資産の部
 流動資産

  現金及び預金 1,416,611

  売掛金 35,968

  原材料及び貯蔵品 52,147

  前払費用 220,840

  繰延税金資産 119,415

   その他 42,966

  貸倒引当金 △1,221

  流動資産合計 1,886,728

 固定資産

  有形固定資産

   建物（純額） 4,604,341

   構築物（純額） 40,729

   工具、器具及び備品（純額） 242,906

   リース資産（純額） 82,043

   建設仮勘定 772,440

   有形固定資産合計 5,742,462

  無形固定資産

   商標権 1,538

   ソフトウェア 153,169

   リース資産 6,860

   その他 16,208

   無形固定資産合計   177,777

  投資その他の資産

   出資金 40

   長期前払費用 64,686

   敷金及び保証金 1,697,647

   繰延税金資産 213,917

   その他 150

   投資その他の資産合計 1,976,441

  固定資産合計 7,896,681

 資産合計 9,783,409

負債の部

 流動負債

  買掛金 561,579

  1年内返済予定の長期借入金 1,301,086

  リース債務 90,762

  未払金 660,493

  未払費用 404,951

  未払法人税等 511,133

  未払消費税等 76,354

  前受金 586,301

  預り金 81,674

  前受収益 136

  その他 1,405

  流動負債合計 4,275,880

 固定負債

  長期借入金 2,179,319

  リース債務 69,366

  長期未払金 83,482

  資産除去債務 469,675

  固定負債合計 2,801,844

 負債合計 7,077,724
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純資産の部

 株主資本

  資本金 529,830

  資本剰余金 487,830

  利益剰余金 1,670,390

  自己株式 △126

  株主資本合計 2,687,925

 新株予約権 17,758

 純資産合計 2,705,684

負債純資産合計 9,783,409
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（２）四半期損益計算書 

 
  

(単位：千円)

  
前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 2,533,723
売上原価 827,399

売上総利益 1,706,323

販売費及び一般管理費 1,714,559

営業損失（△） △8,236

営業外収益

 受取賃貸料 2,202

 協賛金収入 2,357

 受取祝金収入 390

 その他 539

 営業外収益合計 5,488

営業外費用

 支払利息 14,987

 その他 5,022

 営業外費用合計 20,010

経常損失（△） △22,757

税引前四半期純損失（△） △22,757

法人税、住民税及び事業税 △5,717
法人税等調整額 △5,618

法人税等合計 △11,335

四半期純損失（△） △11,421
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