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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 6,183 △81.1 △8,103 ― △8,380 ― △13,159 ―

2020年3月期第2四半期 32,741 △0.0 2,214 △3.1 2,079 △0.5 946 △29.5

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△13,624百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　837百万円 （△34.5％）

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

2021年3月期第2四半期 △1,015.30 ―

2020年3月期第2四半期 73.03 ―

(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 ％

2021年3月期第2四半期 51,338 10,237 19.9

2020年3月期 58,197 23,797 40.6

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 10,237百万円 2020年3月期 23,611百万円

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

2020年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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
22,000

～25,000

△65.5

～△60.7

△12,000

～△10,000
―

△12,500

～△10,500
―

△16,500

～△14,500
―

△1,273.49

～△1,119.13

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規-社(社名) - 、除外1社(社名) ARLUIS WEDDING(GUAM)CORPORATION

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(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） 2021年3月期2Q 13,059,330 株 2020年3月期 13,059,330 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 91,162 株 2020年3月期 104,412 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 12,960,857 株 2020年3月期2Q 12,954,071 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。

(決算補足説明資料の入手方法について)

決算補足説明資料は、TDnetで同時開示しています。
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,455 5,609

売掛金 642 281

営業貸付金 2,774 2,151

商品 174 131

貯蔵品 90 57

前払費用 1,049 243

その他 309 928

貸倒引当金 △68 △189

流動資産合計 11,428 9,213

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 35,260 31,945

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,973 △16,913

建物及び構築物（純額） 17,286 15,032

機械装置及び運搬具 123 110

減価償却累計額及び減損損失累計額 △111 △107

機械装置及び運搬具（純額） 11 3

工具、器具及び備品 7,333 6,340

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,025 △5,339

工具、器具及び備品（純額） 1,307 1,001

土地 15,284 15,042

リース資産 4,460 4,436

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,550 △1,643

リース資産（純額） 2,910 2,792

建設仮勘定 324 101

有形固定資産合計 37,124 33,973

無形固定資産

のれん 101 76

その他 361 242

無形固定資産合計 462 319

投資その他の資産

投資有価証券 21 20

長期貸付金 134 125

長期前払費用 166 126

繰延税金資産 3,118 2,762

敷金及び保証金 5,808 4,870

その他 127 84

貸倒引当金 △193 △156

投資その他の資産合計 9,182 7,833

固定資産合計 46,769 42,125

資産合計 58,197 51,338
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,313 751

短期借入金 2,330 9,050

1年内返済予定の長期借入金 5,554 5,017

未払金 2,101 2,487

未払法人税等 814 116

賞与引当金 695 452

株式報酬引当金 3 0

その他 3,361 3,689

流動負債合計 16,175 21,566

固定負債

長期借入金 12,741 14,303

長期リース債務 3,462 3,335

資産除去債務 1,284 1,190

その他 736 705

固定負債合計 18,225 19,534

負債合計 34,400 41,101

純資産の部

株主資本

資本金 5,264 5,264

資本剰余金 5,208 5,217

利益剰余金 13,246 △59

自己株式 △211 △184

株主資本合計 23,507 10,237

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0 -

繰延ヘッジ損益 22 -

為替換算調整勘定 81 -

その他の包括利益累計額合計 104 -

新株予約権 6 -

非支配株主持分 180 -

純資産合計 23,797 10,237

負債純資産合計 58,197 51,338
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 32,741 6,183

売上原価 12,109 2,219

売上総利益 20,632 3,964

販売費及び一般管理費 18,417 12,067

営業利益又は営業損失（△） 2,214 △8,103

営業外収益

受取利息 2 1

受取保険金 33 11

受取補償金 - 11

為替差益 - 2

その他 18 10

営業外収益合計 54 36

営業外費用

支払利息 167 183

貸倒引当金繰入額 - 120

為替差損 14 -

その他 6 9

営業外費用合計 188 313

経常利益又は経常損失（△） 2,079 △8,380

特別利益

関係会社株式売却益 - 715

助成金収入 - 987

特別利益合計 - 1,703

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 - 2,443

減損損失 475 1,464

関係会社株式売却損 - 1,096

事業整理損失 - 739

臨時損失 40 -

特別損失合計 516 5,744

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,563 △12,420

法人税等 634 807

四半期純利益又は四半期純損失（△） 928 △13,228

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △17 △69

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

946 △13,159
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 928 △13,228

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 △32 △15

為替換算調整勘定 △59 △380

その他の包括利益合計 △91 △395

四半期包括利益 837 △13,624

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 861 △13,522

非支配株主に係る四半期包括利益 △24 △102
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（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）

　該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用し、繰延税金資産の回収可能性を検討のうえ計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。

(追加情報）

(新型コロナウィルス感染拡大に伴う会計上の見積り等について)

　新型コロナウィルス感染拡大にともない政府より緊急事態宣言が発令されたことを受け、当社グループの各施設

は、お客様と従業員の安全、そして感染拡大防止への社会的責任を第一に考え、緊急事態宣言発令期間の前後にお

いて臨時休業をいたしました。営業再開後においても、受注済みの挙式の日程変更が相次ぎ、当第２四半期連結会

計期間の施工件数は前年同期と比べ大幅に減少いたしました。

　当第２四半期連結会計期間末において、入手可能な情報等を踏まえ改めて本感染症による今後の影響を検討した

結果、海外リゾートウェディング事業については、第１四半期会計期間末に用いた仮定と変更ありませんが、国内

ウェディング事業においては、受注及び挙式の施工件数は回復傾向にあるものの、回復のスピードが想定よりも緩

やかであり、本格的な回復は2021年に入ってからになると仮定を変更し繰延税金資産の回収可能性の検討や減損損

失計上要否の判定を行いました。

　なお、本感染症による影響は不確定要素が多く今後の感染拡大の状況によっては、第３四半期連結会計期間以降

の当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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