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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年3月期第2四半期 5,428 24.7 88 ― 57 ― 30 ―
24年3月期第2四半期 4,355 39.8 △112 ― △145 ― △164 ―

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

25年3月期第2四半期 2.72 2.63
24年3月期第2四半期 △14.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 8,662 1,947 22.3
24年3月期 7,099 1,895 26.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,933百万円 24年3月期  1,887百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
当社は定款において第2四半期末日および期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では平成25年3月期の期末日の配当予定額は未定であります。 

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

24年3月期 ― ― ― ― ―
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
当社は、平成24年９月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。このため、平成25年３月期の通期の１株当たり当期純利
益については、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しております。 
詳細は、次ページ「（※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）」をご覧ください。 

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

通期 13,571 26.5 1,481 37.8 1,415 39.3 853 29.4 75.22



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料のP.２「２.サマリー情報（注記 
事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成24年９月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われ 
たと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 11,413,500 株 24年3月期 11,353,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 606 株 24年3月期 606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,400,025 株 24年3月期2Q 11,205,644 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手続の対象外であり、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
半期財務諸表に対するレビュー手続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 
（株式分割に伴う遡及修正値） 
当社は、平成24年９月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。このため、平成２５年３月期の通期の１株当たり当期純
利益については、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しております。 
 
（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務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およ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お
よ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、第２四半期決算短信 添付資料P.２「１.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法） 
当社は以下のとおり機関投資家およびアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、開催後速やかに当社ホームペー
ジで掲載する予定です。 
・平成24年10月29日（月）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………………  2

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  4

第２四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………  4

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  5

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

-1-



（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済状況は、東日本大震災からの復興需要を背景に景気回復へ向かう動

きがみられるものの、欧州債務危機をめぐる海外景気のさらなる下振れ懸念等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24年６月に専門式場スタイルである「シャルマンシーナ ＴＯＫＹ

Ｏ」（表参道事業所）をオープンいたしました。これにより平成24年９月30日現在における当社の施設数は11施

設、バンケット数は24バンケットとなっております。 

 また、八重洲事業所の施設拡大する部分の会場の屋号を「アンジェリオン オ プラザ ＴＯＫＹＯ」に決定し、

受注活動を開始いたしました。 

  この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高5,428,862千円（前年同期比24.7％増）、営業利益88,791千

円（前年同期は112,021千円の営業損失）、経常利益57,785千円（前年同期は145,565千円の経常損失）、四半期純

利益30,993千円（前年同期は164,553千円の四半期純損失）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

       資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期会計期間末における資産総額は8,662,004千円となり、前事業年度末と比較して1,562,877千円の

増加となりました。その主な要因は、新規出店等に伴い有形固定資産が998,701千円、敷金及び保証金が324,758 

千円、現金及び預金が194,870千円増加したこと等によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における負債総額は6,714,142千円となり、前事業年度末と比較して1,510,952千円の増

加となりました。その主な要因は、前受金が212,057千円増加、運転資金および設備資金の借り入れによる長期借

入金（1年内返済予定の長期借入金含む）が840,021千円および短期借入金が400,000千円それぞれ増加したこと等

によるものであります。  

 当第２四半期会計期間末における純資産総額は1,947,862千円となり、前事業年度末と比較して51,924千円の増

加となりました。その主な要因は、資本金が7,500千円および資本剰余金が7,500千円それぞれ増加し、四半期純利

益の計上に伴い利益剰余金が30,993千円増加したこと等によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平均組単価が想定を上回ったことにより、売上高が予想を上

回ったこと、および費用の期ずれ等の理由から、営業利益、経常利益および四半期純利益が予想を上回る見込みと

なったため、平成24年10月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行っておりますが、平

成25年３月期通期業績予想につきましては、今期の受注活動を継続中であることから、平成24年５月11日公表の業

績予想からの修正は行っておりません。 

  

    会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ8,112千円増加しております。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,401,982 1,596,853

売掛金 27,745 43,301

原材料及び貯蔵品 42,534 47,622

その他 264,163 270,986

貸倒引当金 △802 △926

流動資産合計 1,735,623 1,957,837

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,010,403 3,910,677

建設仮勘定 87,978 101,001

その他（純額） 457,714 543,118

有形固定資産合計 3,556,096 4,554,797

無形固定資産 178,156 187,505

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,379,790 1,704,549

その他 249,459 257,314

投資その他の資産合計 1,629,250 1,961,864

固定資産合計 5,363,502 6,704,167

資産合計 7,099,126 8,662,004

負債の部   

流動負債   

買掛金 438,602 423,710

短期借入金 － 400,000

1年内返済予定の長期借入金 965,100 1,232,140

リース債務 89,352 126,941

未払法人税等 351,318 46,491

前受金 454,326 666,384

その他 867,658 1,142,328

流動負債合計 3,166,358 4,037,996

固定負債   

長期借入金 1,465,958 2,038,939

資産除去債務 341,376 471,147

リース債務 98,661 59,314

その他 130,834 106,744

固定負債合計 2,036,830 2,676,145

負債合計 5,203,189 6,714,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 498,527 506,027

資本剰余金 456,527 464,027

利益剰余金 932,216 963,210

自己株式 △126 △126

株主資本合計 1,887,145 1,933,138

新株予約権 8,792 14,723

純資産合計 1,895,937 1,947,862

負債純資産合計 7,099,126 8,662,004
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,355,010 5,428,862

売上原価 1,544,344 1,752,758

売上総利益 2,810,666 3,676,103

販売費及び一般管理費 2,922,688 3,587,312

営業利益又は営業損失（△） △112,021 88,791

営業外収益   

受取賃貸料 4,208 4,104

協賛金収入 1,654 2,357

その他 3,157 1,418

営業外収益合計 9,019 7,879

営業外費用   

支払利息 35,509 32,031

その他 7,054 6,854

営業外費用合計 42,563 38,885

経常利益又は経常損失（△） △145,565 57,785

特別利益   

新株予約権戻入益 － 420

特別利益合計 － 420

特別損失   

固定資産除却損 183 －

特別損失合計 183 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △145,749 58,205

法人税、住民税及び事業税 6,523 27,611

法人税等調整額 12,280 △399

法人税等合計 18,804 27,211

四半期純利益又は四半期純損失（△） △164,553 30,993
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△145,749 58,205

減価償却費 417,991 407,857

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64 124

受取利息及び受取配当金 △109 △133

支払利息 35,509 32,031

固定資産除却損 183 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,858 △15,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,623 △5,087

前払費用の増減額（△は増加） △26,476 △19,484

未収入金の増減額（△は増加） 2,133 △3,400

未収消費税等の増減額（△は増加） △81,244 －

仕入債務の増減額（△は減少） 114,188 △14,891

前受金の増減額（△は減少） 320,612 212,057

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,945 △6,380

預り金の増減額（△は減少） △19,350 14,082

未払金の増減額（△は減少） 36,863 154,723

未払費用の増減額（△は減少） 85,148 32,333

その他 25,377 18,722

小計 690,587 865,204

利息及び配当金の受取額 109 133

利息の支払額 △45,234 △42,390

法人税等の支払額 △204,454 △327,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 441,007 495,552

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △823,295 △1,118,417

無形固定資産の取得による支出 △132,743 △25,615

敷金及び保証金の差入による支出 △88,522 △325,281

預り保証金の返還による支出 △10,000 △10,000

その他 441 513

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,054,121 △1,478,801

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 192,000 400,000

長期借入れによる収入 665,000 1,350,000

長期借入金の返済による支出 △529,420 △509,979

株式の発行による収入 9,375 15,000

割賦債務・リース債務の返済による支出 △70,112 △76,740

手数料の支払額 － △160

自己株式の取得による支出 △16 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 266,825 1,178,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △346,287 194,870

現金及び現金同等物の期首残高 1,281,307 1,401,982

現金及び現金同等物の四半期末残高 935,019 1,596,853
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  該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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