
                         平成 30年３月８日 

 

各 位 

会 社 名 株式会社ＩＢＪ      

代表者名 代表取締役社長 石坂 茂 

（コード番号：６０７１） 

                                                             問合せ先 IR担当  川合 由香 

（電話：050－1745－1194） 
   

（訂正）「平成30年２月次概況（速報）のお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 ３月７日、公表いたしました「平成30年２月次概況（速報）のお知らせ」の記載内容に一部訂正すべき事項が

ございましたのでお知らせいたします。  

 

記 

 

【訂正箇所】  

・月次総評コメントの修正 

（訂正前）加盟相談所数は、引き続き堅調に伸び、前年同月比+22.2％となりました。 

ブライダルネット月会費課金者数は１月退会者が多かったため減少傾向にありますが、２月退会者は 

婚シェルによるサポート体制強化により大幅に減少しております。引き続きユーザビリティの改善を 

行い、会員数の獲得に向けて注力して参ります。直営結婚相談所ラウンジ成婚者数は122名と前年同月

比+25.8％と大きく増加し、顧客満足度の高いサービスの提供により、会員数および成婚者数の増加を

狙って参ります。 

（訂正後）加盟相談所数は引き続き堅調に伸び、1,668件（前年同月比+22.2％）となりました。ブライダルネット

月会費課金者数は、減少傾向にありましたが、２月からスタートした婚シェルによるサポート体制強化

の施策が奏功し、月末時点の会員数（※1）は14,617名と増加しております。直営結婚相談所ラウンジ成

婚者数は、122名（前年同月比+25.8％）と大きく増加いたしました。引き続き質の高いサービスを提供

し、会員数および成婚者数の増加を図って参ります。 

 

・注意書きの修正 

（訂正前）※平成30年１月以前の各数値は実績値に変更しております。 

（訂正後）平成30年１月以前の各数値は実績値に変更しております。 

（※1）月末時点の会員数とは、２月末時点での有料会員数を指します。 

以 上  

 

 
なお、訂正後の「平成 30年２月次概況（速報）のお知らせ」は添付の通りです。 

 

 



会社名 株式会社IBJ　

代表者名

（コード番号：6071）

問合せ先

（電話：050-1745-1194）

平成29年
２月

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
平成30年

１月
２月

1,365 1,381 1,409 1,442 1,469 1,503 1,530 1,560 1,589 1,611 1,629 1,645 1,668

前年同月比(％) +17.4 +16.8 +18.6 +20.4 +23.4 +24.2 +24.8 +24.1 +24.0 +23.4 +22.9 +21.9 +22.2

58,568 57,809 57,810 58,196 57,641 58,033 58,226 58,543 58,839 59,104 59,165 59,030 59,190

+3.0 +1.1 +0.2 +0.2 -1.2 +2.6 +2.5 +2.3 +2.0 +1.7 +1.3 +1.0 +1.1

4,525 4,565 4,609 4,730 4,731 4,834 4,896 4,920 4,960 5,067 5,091 5,135 5,149

前年同月比(％) +9.2 +9.8 +10.0 +11.6 +11.6 +10.6 +12.0 +11.3 +11.4 +13.2 +12.8 +14.0 +13.8

18,344 18,232 17,615 17,458 16,486 16,232 15,527 15,571 15,302 14,559 14,432 14,124 13,356

+6.1 +2.0 -0.8 -6.8 -11.8 -14.3 -18.3 -17.9 -19.3 -21.3 -21.3 -22.5 -27.2

41,170 46,697 48,487 53,781 49,920 65,156 57,291 55,309 49,444 54,878 53,000 47,580 46,543

+22.6 +29.1 +22.7 +8.5 +26.8 +41.8 +33.0 +33.7 +7.4 +19.2 +13.2 +7.1 +13.1

726 752 826 639 897 844 769 806 747 734 880 844 784

+12.7 +9.1 +28.9 -2.0 +31.1 +22.3 +14.9 +25.9 +4.5 +21.3 +15.8 +11.8 +8.0

97 116 85 93 118 112 118 114 93 107 141 93 122

前年同月比(％) +49.2 +34.9 +7.6 -1.1 +14.6 +36.6 +21.6 +37.3 -7.9 +11.5 +23.7 +24.0 +25.8

　平成30年１月以前の各数値は実績値に変更しております。

加盟相談所数 日本結婚相談所連盟に加盟している相談所数
IBJお見合いシステム登録会員数 IBJお見合いシステムに登録している会員数

直営結婚相談所ラウンジ登録会員数 IBJお見合いシステムに登録している会員のうち、直営結婚相談所ラウンジの登録会員数

ブライダルネット月会費課金者数 ブライダルネット会員で月会費を課金した会員数

婚活イベント動員数 PARTY☆PARTY、Rushの動員数の合算値

IBJお見合いシステム内成婚者数 IBJお見合いシステムの登録会員が婚約した人数

直営結婚相談所ラウンジ成婚者数 直営結婚相談所ラウンジの登録会員が婚約した人数

＜注意事項＞

毎月の月次概況は、土・日・祝日を除いた月初５営業日目を目処にお知らせいたします。
なお、お知らせ時期につきましては、都合により予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
平成29年以前のデータにつきましては、当社IRページをご参照ください。http://www.ibjapan.jp/ir/monthly.html

前年同月比(％)

直営結婚相談所
ラウンジ登録会員数

ブライダルネット
月会費課金者数

前年同月比(％)

婚活イベント動員数

前年同月比(％)

IBJお見合いシステム
内成婚者数

前年同月比(％)

直営結婚相談所
ラウンジ成婚者数

＜各指標について＞

（※1）月末時点の会員数とは、２月末時点での有料会員数を指します。

IBJお見合いシステム
登録会員数

平成30年３月７日

各　位 代表取締役社長 石坂　茂

総務部　IR担当　　川合　由香

平成30年２月次 月次概況（速報）のお知らせ

　平成30年２月次の月次概況につきまして、当月より下記の通り開示項目を変更しております。
なお、各数値は、速報値であるため、決算発表時の数値と異なる場合があります。

平成29年／平成30年

加盟相談所数

【月次総評コメント】
加盟相談所数は引き続き堅調に伸び、1,668件（前年同月比+22.2％）となりました。
ブライダルネット月会費課金者数は、減少傾向にありましたが、２月からスタートした婚シェルによるサポート体制強化の施策が
奏功し、月末時点の会員数（※1）は14,617名と増加しております。
直営結婚相談所ラウンジ成婚者数は、122名（前年同月比+25.8％）と大きく増加いたしました。引き続き質の高いサービスを
提供し、会員数および成婚者数の増加を図って参ります。


