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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
1．平成26年10月期第1四半期の連結業績（平成25年11月1日～平成26年1月31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 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 10月期第1四半期 3,664 12.2 518 26.1 512 27.6 302 30.4
25年 10月期第1四半期 3,265 7.8 411 16.6 401 28.5 231 153.2

（注）包括利益 26年10月期第1四半期 302百万円（30.4％）  25年10月期第1四半期 231百万円（153.2％） 

 

 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

26年 10月期第1四半期 21.04 21.00
25年 10月期第1四半期 16.35 16.28

（注）平成25年 4月 1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。 

 
（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 ％

26年 10月期第1四半期 13,015 7,259 55.8
25年 10月期 14,375 7,213 50.2

（参考）自己資本    26年10月期第1四半期 7,259百万円       25年10月期 7,213百万円 

 
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

25年 10月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年 10月期 ―  

26年 10月期(予想)  0.00 ― 20.00 20.00

（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．平成26年10月期の連結業績予想（平成25年11月1日～平成26年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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

第2四半期(累計) 7,275 9.2 860 5.4 840 5.1 460 △18.6 31.96
通  期 15,370 5.9 2,000 2.6 1,960 2.3 1,100 △20.8 76.26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 



 

 
※ 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) スイート ヴィラ ガーデン株式会社 
（注）詳細は、添付資料３ページ「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項（1）当四半期連結累計期間における重要な

子会社の異動」をご覧ください。 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年10月期1Ｑ 14,939,200株 25年10月期 14,939,200株

② 期末自己株式数 26年10月期1Ｑ 540,972株 25年10月期 579,772株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年10月期1Ｑ 14,377,364株 25年10月期1Ｑ 14,190,626株

(注) 当社は、平成25年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割の影響を 

考慮し、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して25年10月期1Qの期中平均株式数を算定してお 

ります。なお、自己株式については、当四半期連結会計期間末に従業員持株信託口が所有する540,100株を含めて記 

載しております。 

 
※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期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 
(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２ページ「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。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間（平成25年11月１日から平成26年１月31日まで）におけるわが国経済は、政府による

金融政策や経済政策の効果を背景に個人消費は増加傾向となり、企業の設備投資の持ち直しや生産活動の増加な

ど、企業業績は回復に向けて着実な足取りも見せ、足元の景況感も明るさを増してきました。 

 ウェディング業界におきましては、平成25年の婚姻件数が66万３千組（厚生労働省「平成25年 人口動態統計の

年間推計」）と前年と比べ大きな変化はなく、ゲストハウス・ウェディングの需要は底堅く推移しております。一

方で、専門式場やホテルのリニューアル、価格競争の激化、顧客ニーズの多様化等により、業界内の競合は厳しい

状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは「お客さまの感動のために」という経営理念に基づき、感動のウェディ

ングを実現するため、接客力の向上を目的とした社内外の研修、営業データベースの分析や集客力向上のための各

施策に積極的に取り組み、多様化するお客さまのニーズに応え、売上高の拡大と収益力の向上に努めてまいりまし

た。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,664百万円（前年同四半期比12.2％増）、営業利益は518百

万円（同26.1％増）、経常利益は512百万円（同27.6％増）、四半期純利益は302百万円（同30.4％増）となりまし

た。 

 なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 婚礼事業 

 当連結会計年度（平成25年11月）にオープンした「ハーバーテラスＳＡＳＥＢＯ迎賓館」（佐世保支店）の稼

働に加え、営業データベースの活用及び前期実施したリニューアル効果等により既存店においても受注組数が好

調に推移し、売上高は3,554百万円（前年同四半期比11.0％増）、営業利益は525百万円（同26.4％増）となりま

した。 

② 葬儀事業 

 売上高は93百万円（前年同四半期比46.5％増）、営業利益は18百万円（前年同四半期は２百万円の営業損失）

となりました。 

③ 介護事業 

 前連結会計年度（平成25年９月）に介護施設をオープンし、売上高は16百万円、営業損失は29百万円（前年同

四半期は２百万円の営業損失）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

  総資産は、前連結会計年度末に比べ1,359百万円減少し13,015百万円となりました。これは主に、現金及び預金

が1,142百万円、売掛金が128百万円、建物及び構築物が134百万円それぞれ減少したことによるものであります。

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,405百万円減少し5,755百万円となりました。これは主に、買掛金が362百万

円、未払法人税等が508百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し7,259百万円となりました。これは主に、四半期純利益302百

万円の計上による増加と剰余金の配当287百万円による減少であります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会

計年度末に比べ5.6ポイント上昇し55.8％となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年12月13日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。   

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社は、平成25年11月１日付で、当社を存続会社、当社の完全子会社であるスイート ヴィラ ガーデン株式会

社を消滅会社とする吸収合併を実施したことにより、スイート ヴィラ ガーデン株式会社を連結の範囲から除外

しております。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

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

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,026,544 1,884,281

売掛金 236,553 108,272

商品 113,928 118,720

原材料及び貯蔵品 101,448 85,437

その他 255,637 187,362

貸倒引当金 △3,291 △1,679

流動資産合計 3,730,820 2,382,396

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,059,509 6,924,678

土地 1,792,965 1,792,965

その他（純額） 620,553 749,225

有形固定資産合計 9,473,028 9,466,869

無形固定資産 79,071 75,545

投資その他の資産 1,092,199 1,090,663

固定資産合計 10,644,299 10,633,078

資産合計 14,375,119 13,015,474

負債の部   

流動負債   

買掛金 721,102 358,931

1年内返済予定の長期借入金 788,472 848,870

未払法人税等 652,248 143,462

賞与引当金 207,105 98,343

その他 1,802,952 979,969

流動負債合計 4,171,880 2,429,576

固定負債   

長期借入金 2,022,866 2,364,877

退職給付引当金 85,989 89,278

役員退職慰労引当金 264,490 251,411

ポイント引当金 57,260 58,775

資産除去債務 344,584 346,208

その他 214,096 215,702

固定負債合計 2,989,286 3,326,252

負債合計 7,161,166 5,755,829
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 347,635 347,635

資本剰余金 412,786 433,883

利益剰余金 6,591,644 6,606,995

自己株式 △138,112 △128,869

株主資本合計 7,213,953 7,259,645

純資産合計 7,213,953 7,259,645

負債純資産合計 14,375,119 13,015,474
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 3,265,554 3,664,118

売上原価 1,460,118 1,636,327

売上総利益 1,805,436 2,027,791

販売費及び一般管理費 1,394,275 1,509,314

営業利益 411,161 518,476

営業外収益   

受取利息 － 552

受取手数料 1,778 1,116

受取保険金 320 589

その他 595 615

営業外収益合計 2,694 2,873

営業外費用   

支払利息 9,357 6,801

その他 2,546 1,831

営業外費用合計 11,903 8,633

経常利益 401,951 512,717

特別利益   

受取補償金 － 18,719

特別利益合計 － 18,719

特別損失   

固定資産除却損 731 2,216

特別損失合計 731 2,216

税金等調整前四半期純利益 401,220 529,220

法人税、住民税及び事業税 116,913 138,176

法人税等調整額 52,317 88,504

法人税等合計 169,230 226,680

少数株主損益調整前四半期純利益 231,990 302,539

四半期純利益 231,990 302,539
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 231,990 302,539

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 231,990 302,539

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 231,990 302,539

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

（セグメント情報） 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年11月１日 至 平成25年１月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自 

平成25年11月１日 至 平成26年１月31日) 

 当社グル－プの報告セグメントは、婚礼事業、葬儀事業及び介護事業でありますが、葬儀事業及び介護事業の全セ

グメントに占める割合が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しており

ます。   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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