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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年12月期第3四半期 30,400 7.1 3,008 1.7 3,021 7.7 1,326 44.3
23年12月期第3四半期 28,390 6.3 2,958 △31.4 2,804 △31.8 919 △58.9

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 1,325百万円 （47.0％） 23年12月期第3四半期 901百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 5,416.99 ―
23年12月期第3四半期 3,755.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 46,253 18,661 40.3
23年12月期 47,382 17,825 37.6
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  18,661百万円 23年12月期  17,825百万円

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  
 

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

23年12月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
24年12月期 ― 1,000.00 ―
24年12月期（予想） 1,000.00 2,000.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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   

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 43,100 3.3 7,050 10.2 6,900 10.9 3,850 44.2 15,727.12



(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  

(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  
（注）詳細は、添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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については、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期3Q 244,800 株 23年12月期 244,800 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q ― 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 244,800 株 23年12月期3Q 244,800 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から、復興需要等により景気回

復の兆しが見られましたが、欧州の債務危機や円高の長期化、新興国の経済成長の鈍化等により、依然として先行き

不透明な状況が続いております。

このような環境下にあって、当社グループはゲストハウス・ウエディングにおける新しい価値の創造に常に積極的

に取り組み、高品質かつ魅力ある店舗づくりとサービスの提供、また、業務効率の改善にも積極的に取り組み、売上

高の拡大と収益性の向上に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は30,400百万円（前年同四半期比7.1％増）となりました。利益に

つきましては、営業利益3,008百万円（同1.7％増）、経常利益3,021百万円（同7.7％増）、四半期純利益1,326百万

円（同44.3％増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

① 国内事業

当第３四半期連結累計期間においては、前連結会計年度に開業いたしました「大宮璃宮」及び前連結会計年度

に連結子会社となりました株式会社ホスピタリティ・ネットワークが、売上高の増加に貢献いたしました。また

既存店舗においても、施行件数・受注件数共に順調に推移し、売上高が増加いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は28,378百万円（前年同四半期比7.5％増）、セグメント利益は3,900百万円

（同6.6％増）となりました。 

② 海外事業 

当第３四半期連結累計期間においては、マーケット全体の穏やかな回復基調と営業基盤の強化拡充を受け、施

行件数・受注件数共に増加いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は2,022百万円（前年同四半期比1.1％増）、セグメント利益は159百万円

（同67.5％増）となりました。

（２）連結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３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,128百万円減少して、46,253百万

円となりました。これは主に、現金及び預金が731百万円減少したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,964百万円減少して、27,592百万円

となりました。これは主に、前受金の増加204百万円があったものの、借入金及び社債の純減額807百万円、未払

法人税等が1,669百万円減少したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ835百万円増加して、18,661百万円

となりました。これは主に、利益剰余金の配当が489百万円、四半期純利益を1,326百万円計上したことによるも

のであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

当連結会計年度（平成24年12月期）の業績予想につきましては、平成24年２月13日付け決算短信にて公表いたしま

した数値に変更ありません。

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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（簡便な会計処理）

① 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。

（特有の会計処理）

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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おりま

す。ただし、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。

（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。

（４）追加情報

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等」及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適

用指針」の適用

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

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：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,640 9,909

売掛金 273 296

商品 47 39

原材料及び貯蔵品 312 292

その他 1,090 1,197

貸倒引当金 △32 △41

流動資産合計 12,332 11,694

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,867 16,155

土地 4,560 4,749

その他（純額） 930 1,144

有形固定資産合計 22,358 22,050

無形固定資産

のれん 1,124 1,062

その他 245 237

無形固定資産合計 1,370 1,300

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,705 5,777

その他 5,572 5,395

投資その他の資産合計 11,278 11,173

固定資産合計 35,007 34,524

繰延資産 42 34

資産合計 47,382 46,253
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,966 2,034

短期借入金 － 460

1年内返済予定の長期借入金 3,408 3,260

1年内償還予定の社債 640 612

未払法人税等 2,226 557

前受金 1,288 1,493

賃貸借契約解約損失引当金 52 52

その他 2,304 2,451

流動負債合計 11,886 10,921

固定負債

社債 2,202 1,640

長期借入金 12,049 11,520

退職給付引当金 218 266

役員退職慰労引当金 374 584

賃貸借契約解約損失引当金 152 113

資産除去債務 1,048 1,075

その他 1,623 1,471

固定負債合計 17,669 16,671

負債合計 29,556 27,592

純資産の部

株主資本

資本金 472 472

資本剰余金 634 634

利益剰余金 16,949 17,785

株主資本合計 18,056 18,892

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △31 △0

繰延ヘッジ損益 △8 △12

為替換算調整勘定 △190 △218

その他の包括利益累計額合計 △230 △231

純資産合計 17,825 18,661

負債純資産合計 47,382 46,253
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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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 28,390 30,400

売上原価 19,673 20,603

売上総利益 8,716 9,797

販売費及び一般管理費 5,758 6,789

営業利益 2,958 3,008

営業外収益

受取利息 31 41

匿名組合投資利益 125 108

為替差益 － 45

持分法による投資利益 10 －

その他 104 102

営業外収益合計 272 297

営業外費用

支払利息 265 235

持分法による投資損失 － 10

為替差損 129 －

その他 31 37

営業外費用合計 426 283

経常利益 2,804 3,021

特別利益

固定資産売却益 1 0

事業譲渡益 47 －

退職給付引当金戻入額 11 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 3 －

特別利益合計 64 0

特別損失

固定資産除却損 8 74

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 446 －

段階取得に係る差損 96 －

特別損失合計 551 74

税金等調整前四半期純利益 2,317 2,947

法人税等 1,398 1,621

少数株主損益調整前四半期純利益 919 1,326

四半期純利益 919 1,326
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 919 1,326

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24 30

繰延ヘッジ損益 40 △3

為替換算調整勘定 △22 △32

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 4

その他の包括利益合計 △17 △0

四半期包括利益 901 1,325

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 901 1,325

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。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△795百万円には、セグメント間取引消去12百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△807百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△1,052百万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,064百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上

額
（注）２

国内事業 海外事業 計

売上高

外部顧客への売上高 26,390 1,999 28,390 － 28,390

セグメント間の内部売上高又は振替高 5 10 15 △15 －

計 26,395 2,009 28,405 △15 28,390

セグメント利益 3,658 95 3,753 △795 2,958

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上

額
（注）２

国内事業 海外事業 計

売上高

外部顧客への売上高 28,378 2,022 30,400 － 30,400

セグメント間の内部売上高又は振替高 5 0 5 △5 －

計 28,384 2,022 30,406 △5 30,400

セグメント利益 3,900 159 4,060 △1,052 3,008
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施行、受注及び販売の状況

（１）施行実績 

（２）受注状況 

（３）販売実績 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．金額には、消費税等は含まれておりません。

４．補足情報

期別

前第３四半期連結累計期間

（自 平成23年１月１日

至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年１月１日

至 平成24年９月30日）

前連結会計年度

（自 平成23年１月１日

至 平成23年12月31日）

セグメントの名称 施行件数（件） 施行件数（件） 施行件数（件）

国内事業 5,779 6,508 8,478

海外事業 2,026 2,097 2,768

合計 7,805 8,605 11,246

期別

前第３四半期連結累計期間

（自 平成23年１月１日

至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年１月１日

至 平成24年９月30日） 

前連結会計年度

（自 平成23年１月１日

至 平成23年12月31日）

セグメントの名称
受注件数

（件）

受注件数残高

（件）

受注件数

（件）

受注件数残高

（件）

受注件数

（件）

受注件数残高

（件）

国内事業 6,479 6,044 8,166 7,120 8,596 5,462

海外事業 2,206 1,572 2,376 1,733 2,830 1,454

合計 8,685 7,616 10,542 8,853 11,426 6,916

期別

前第３四半期連結累計期間

（自 平成23年１月１日

至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年１月１日

至 平成24年９月30日）

前連結会計年度

（自 平成23年１月１日

至 平成23年12月31日）

セグメントの名称 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

国内事業 26,390 28,378 38,986

海外事業 1,999 2,022 2,755

合計 28,390 30,400 41,741
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