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（百万円未満切捨て）

（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 ％

2023年７月期第１四半期 3,417 － 480 － 484 － 341 －

2022年７月期第１四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 2023年７月期第１四半期 345百万円（－％） 2022年７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

2023年７月期第１四半期 62.83 －

2022年７月期第１四半期 － －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年７月期第１四半期 11,830 3,250 27.5 598.14

2022年７月期 － － － －

（参考）自己資本 2023年７月期第１四半期 3,250百万円 2022年７月期 －百万円

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

2022年７月期 － 0.00 － 4.00 4.00

2023年７月期 －

2023年７月期（予想） 0.00 － － －

１．2023年７月期第１四半期の連結業績（2022年８月１日～2022年10月31日）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．2023年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2022年７月期第１四半期の数値及び対

前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）連結財政状態

（注）2023年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2022年７月期の数値については記載してお
りません。

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

　　　２．2023年７月期の期末配当金につきましては、現時点では未定としております。



（％表示は、通期は対前期増減率）

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 13,231 － 1,115 － 1,135 － 735 － 135.34

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年７月期１Ｑ 5,709,300株 2022年７月期 5,709,300株

②  期末自己株式数 2023年７月期１Ｑ 274,639株 2022年７月期 274,639株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年７月期１Ｑ 5,434,661株 2022年７月期１Ｑ 5,649,100株

３．2023年７月期の連結業績予想（2022年８月１日～2023年７月31日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

２．2023年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率及び対前年同四半期増減

率について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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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）

※  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

（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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

（決算補足説明資料の入手方法）

　決算補足説明資料は、TDnetで同日開示しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

　当社グループは、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おります。従いまして、前年同四半

期累計期間及び前連結会計年度との比較分析は行っておりません。

　また、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の第７波による感染再拡大

の影響を受けながらも、ワクチン接種の普及により、経済活動は徐々に正常化に向かう動きが見られておりま

す。

　当社グループの属するウエディング業界におきましても、当感染症の影響を受け、挙式披露宴の延期等が発生

したものの、その影響は弱まりつつあります。

　このような環境の中、当第１四半期連結累計期間の挙式披露宴の実施状況においては、市場環境の正常化が進

む中、当社の挙式・披露宴実施組数は861組となりました。当社の挙式披露宴単価においても、ゲスト数が回復

しきっていない状況でしたが、新型コロナ発生前を超える水準となりました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は3,417,938千円、営業利益480,223千円、経常利益

484,597千円、親会社株主に帰属する四半期純利益341,480千円となりました。

　なお、当社グループの売上高の99％以上が当社単体の売上高により構成されており、当社単体に関する説明を

記載しています。また、当社グループはウエディング事業の単一セグメントであり、セグメントごとの記載をし

ておりません。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、11,830,501千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が

2,689,712千円、建物が5,684,776千円、土地が1,026,206千円であります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、8,579,831千円となりました。その主な内訳は、長期借入金が

3,495,731千円、１年内返済予定の長期借入金が1,351,060千円、契約負債が1,121,390千円、未払金が472,047千

円、買掛金が426,050千円であります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、3,250,669千円となりました。その主な内訳は、利益剰余金が

2,365,995千円、資本剰余金が1,009,817千円、資本金が100,000千円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年７月期の通期業績予想につきましては、2022年９月13日に公表いたしました業績予想を変更しておりま

せん。
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間
（2022年10月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,689,712

売掛金 67,734

商品 82,069

仕掛品 7,097

貯蔵品 58,673

その他 231,383

貸倒引当金 △3,859

流動資産合計 3,132,811

固定資産

有形固定資産

建物 11,324,796

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,640,020

建物（純額） 5,684,776

構築物 1,025,904

減価償却累計額及び減損損失累計額 △674,367

構築物（純額） 351,537

機械及び装置 4,918

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,722

機械及び装置（純額） 3,196

車両運搬具 27,028

減価償却累計額及び減損損失累計額 △21,574

車両運搬具（純額） 5,454

工具、器具及び備品 1,689,751

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,423,165

工具、器具及び備品（純額） 266,586

土地 1,026,206

建設仮勘定 52,545

有形固定資産合計 7,390,302

無形固定資産

ソフトウエア 72,640

その他 5,821

無形固定資産合計 78,462

投資その他の資産

差入保証金 518,828

長期前払費用 103,576

繰延税金資産 604,672

その他 1,846

投資その他の資産合計 1,228,924

固定資産合計 8,697,689

資産合計 11,830,501

２．四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
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間
（2022年10月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 426,050

１年内償還予定の社債 96,000

１年内返済予定の長期借入金 1,351,060

未払金 472,047

未払費用 161,260

未払法人税等 148,554

未払消費税等 157,811

契約負債 1,121,390

その他 55,307

流動負債合計 3,989,482

固定負債

社債 60,000

長期借入金 3,495,731

長期未払金 372,258

退職給付に係る負債 140,087

資産除去債務 407,271

その他 115,000

固定負債合計 4,590,348

負債合計 8,579,831

純資産の部

株主資本

資本金 100,000

資本剰余金 1,009,817

利益剰余金 2,365,995

自己株式 △229,676

株主資本合計 3,246,136

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 4,533

その他の包括利益累計額合計 4,533

純資産合計 3,250,669

負債純資産合計 11,830,501
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年８月１日

至　2022年10月31日）

売上高 3,417,938

売上原価 1,082,944

売上総利益 2,334,994

販売費及び一般管理費 1,854,770

営業利益 480,223

営業外収益

受取利息 13

受取賃貸料 10,326

その他 1,434

営業外収益合計 11,774

営業外費用

支払利息 7,357

その他 43

営業外費用合計 7,401

経常利益 484,597

特別利益

負ののれん発生益 1,619

特別利益合計 1,619

特別損失

固定資産除却損 284

特別損失合計 284

税金等調整前四半期純利益 485,932

法人税、住民税及び事業税 148,556

法人税等調整額 △4,105

法人税等合計 144,451

四半期純利益 341,480

非支配株主に帰属する四半期純利益 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 341,480

（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）
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年８月１日

至　2022年10月31日）

四半期純利益 341,480

その他の包括利益

為替換算調整勘定 4,390

その他の包括利益合計 4,390

四半期包括利益 345,871

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 345,871

非支配株主に係る四半期包括利益 －

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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。

（追加情報）

（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

　当社グループは、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おります。四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりであります。

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　３社

連結子会社の名称　　BRASS USA INC.

株式会社lyrics

株式会社アロウブライト

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

BRASS USA INC.及び株式会社lyricsの四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。

株式会社アロウブライトの第１四半期決算日は9月30日であります。四半期連結財務諸表の作成にあたって

は、決算日差異が３ケ月以内であるため、同社決算日現在の財務諸表を使用しています。なお、株式会社アロ

ウブライトにつきましては、当第１四半期は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書も連

結いたします。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ウエディング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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