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2021 年３月度 月次主要指標（速報値）に関するお知らせ 

 

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により 2021 年３月期は大幅な赤字を見込んでいます。 

これにより、株主や投資家の皆様に多大なるご心配をおかけしていることを踏まえ、当期中は事業進捗等

を可能な限りタイムリーに開示することが重要であると判断し、主要指標（速報値）の月次状況を 2020 年 

11 月度より公表しています。なお、2021 年３月度の月次主要指標（速報値）は以下のとおりであります。 

※各主要指標については速報値であり、決算発表時の主要指標の確定値とは異なる場合があります。 

※月次主要指標（速報値）の開示は当期中のみとなっており、2021 年４月度以降は従前どおり決算資料

等で四半期毎に開示していきます。 

 

１．2021 年３月度 月次主要指標（速報値） 

＜婚活領域＞ 

（１） 総括 

2021 年３月度の結婚相談所の新規入会者数は 503 名、成婚退会者数は 210 名、中途退会者数は

399 名となり、月末の在籍会員数は 10,726 名となった。2021 年１月からの緊急事態宣言により、全指標

が計画を下回ったが、新規入会者数と中途退会者数は前年同期を上回った（中途退会者数は改善）。 

また、第４四半期（１月－３月）は中途退会者数が継続改善しているものの、その他指標は計画及び前年

同期を下回った。 

なお、結婚相談所の会員様向けのオプション販売は、2020 年６月より首都圏で開始した会員様向けコ

ーディネートサービス（PAC）が販路拡大もあり、10 ヶ月累計の販売件数は 900 件と好調に推移した。  

また、2021 年３月には会員様の動画プロフィール（ビデオプロフィール）の販売を開始した。 

 

（２） 結婚相談所の主要指標 

（単位：名） 
2021 年３月期 下半期 

10 月 11 月 12 月 ３Q １月 ２月 ３月 ４Q 

新規入会者数 566 617 642 1,825 575 464 503 1,542 

－計画比 △11.8％ △3.0％ △2.1％ △5.6％ △36.5％ △32.3％ △36.6％ △35.3％ 

－前年同月（四半期）比 +16.9％ +11.4％ △6.3％ +5.9％ △29.3％ △7.2％ +24.5％ △10.2％ 

成婚退会者数 244 235 262 741 216 188 210 614 

－計画比 +1.2％ △2.5％ +9.2％ +2.6％ △10.4％ △23.9％ △15.0％ △16.5％ 

－前年同月（四半期）比 +4.3％ △7.1％ △13.0％ △6.0％ +0.9％ △27.4％ △15.7％ △15.0％ 

中途退会者数 340 371 432 1,143 372 321 399 1,092 

－計画比（※） +10.1％ +1.6％ △14.9％ △1.1％ +1.3％ +16.8％ △3.1％ +5.0％ 

－前年同月（四半期）比（※） +20.4％ +15.9％ +13.4％ +16.4％ +21.5％ +34.9％ +4.8％ ＋21.2％ 

月末在籍会員数 10,931 10,942 10,890 10,890 10,877 10,832 10,726 10,726 

－計画比 △0.4％ △0.4％ △1.3％ △1.3％ △3.9％ △4.7％ △6.0％ △6.0％ 

－前年同月（四半期）比 △6.7％ △5.5％ △5.0％ △5.0％ △6.1％ △4.5％ △3.1％ △3.1％ 

※中途退会者数の計画比及び前年同月比は「＋」が減少（改善）、「△」が増加（悪化）となっています。 
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＜カジュアルウエディング領域＞ 

（１） 総括 

2021 年３月度のカジュアルウエディングの施行件数は 433 件となり、うちスマ婚シリーズ（挙式披露宴

等）が 97 件、２次会くん（結婚式二次会）が 22 件、LUMINOUS（フォトウエディング）が 314 件となった。 

2021 年１月からの緊急事態宣言により、スマ婚シリーズ・２次会くんは計画及び前年同期を下回ったが、

スマ婚シリーズは前月から大幅な回復となった。LUMINOUS は計画比 3.3％増、前年同月比 390.6％増

と引き続き好調な推移となった。なお、第４四半期（１月－３月）も同様の傾向となった。 

また、2021 年３月末のカジュアルウエディングの受注残件数は 1,427 件となり、うちスマ婚シリーズが

538 件、２次会くんが 415 件、LUMINOUS が 474 件となった。 

なお、LUMINOUS は 2021 年１月の福岡に次いで、３月に渋谷にフォトウエディングスタジオ（５拠点目）

をオープンした。 

 

（２） カジュアルウエディングの主要指標 

（単位：件） 
2021 年３月期 下半期 

10 月 11 月 12 月 ３Q 1 月 ２月 ３月 ４Q 

スマ婚シリーズ施行件数 98 101 61 260 28 43 97 168 

－計画比 +14.0％ +13.5％ △7.6％ +7.9％ △44.0％ △56.1％ △27.6％ △40.4％ 

－前年同月（四半期）比 △28.5％ △39.5％ △34.4％ △34.5％ △64.6％ △71.1％ △11.1％ △50.1％ 

スマ婚シリーズ受注残件数 710 689 677 677 673 623 538 538 

２次会くん施行件数 70 89 48 207 10 12 22 44 

－計画比 0.0％ 0.0％ △25.0％ △7.2％ △82.5％ △89.7％ △83.6％ △85.7％ 

－前年同月（四半期）比 △78.5％ △81.3％ △81.6％ △80.5％ △94.8％ △96.9％ △86.8％ △94.1％ 

２次会くん受注残件数 797 711 646 646 544 487 415 415 

LUMINOUS 施行件数 172 179 175 526 176 237 314 727 

－計画比 0.0％ +1.7％ △3.8％ △0.8％ △16.2％ △7.8％ +3.3％ △5.7％ 

－前年同月（四半期）比 +309.5％ +289.1％ +212.5％ +265.3％ +351.3％ +383.7％ +390.6％ +378.3％ 

LUMINOUS 受注残件数 408 435 386 386 434 484 474 474 

 

以上 

（注）上記は発表日現在の情報です。これら情報は速報値であり確定値とは異なる場合があることにご注意ください。 

 

  
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

タメニー株式会社 IR 担当 伊東 

〒141-0032 東京都品川区大崎１-20-３ イマス大崎ビル 

IR 直通：03-6685-2800（平日：10 時～18 時） Mail：ir-contact@tameny.jp 


