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1.  平成24年8月期第3四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年5月31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8月期第3四半期 11,382 4.6 1,256 △17.2 1,269 △18.5 1,055 23.9
23年8月期第3四半期 10,880 4.0 1,518 △1.3 1,557 1.0 851 △1.5

（注）包括利益 24年8月期第3四半期 1,086百万円 （36.0％） 23年8月期第3四半期 799百万円 （―％）

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8月期第3四半期 228.72 ―
23年8月期第3四半期 181.76 ―

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

24年8月期第3四半期 14,789 7,045 47.6 1,537.26
23年8月期 13,296 6,209 46.7 1,343.48
（参考） 自己資本   24年8月期第3四半期  7,045百万円 23年8月期  6,209百万円

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8月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00
24年8月期 ― 20.00 ―
24年8月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成24年 8月期の連結業績予想（平成23年 9月 1日～平成24年 8月31日）  

（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 14,350 4.1 1,420 1.8 1,420 0.0 1,100 204.8 237.98



(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  ：  無  

(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きの対象外であり、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き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、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、四半期 
決算短信 【添付資料】３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。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
 当社は、平成24年７月12日に機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホーム
ページに掲載する予定です。 

※  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8月期3Q 4,844,600 株 23年8月期 4,844,600 株
② 期末自己株式数 24年8月期3Q 261,351 株 23年8月期 222,292 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 4,614,477 株 23年8月期3Q 4,686,412 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我が国の経済は、東日本大震災による景気の落ち込みから着実な回復が見ら

れるものの、欧州金融不安の継続や円高の定着により輸出が鈍っており景気の回復は足踏み状態で推移しておりま

す。 

  このような経済環境のもと、当企業グループは、婚礼衣裳の製造メーカー機能を軸としてブライダル市場の川中

事業であるショップ事業（レンタル及び直販）に引続き注力しております。 

  ホールセール事業においては、平成24年５月に「JILLSTUART」、「Barbie BRIDAL」等の主力ブランドの新作発

表及び展示会（ショー）を積極的に開催することにより受注獲得強化を図っております。 

  ショップ事業においては、平成24年４月に「ライフォート札幌衣裳室」（札幌市中央区）を新規開業し、国内イ

ンショップ事業の競争力強化を図っております。  

  式場事業においては、結婚式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」（沖縄県名護市）の新規開業効果に加え、平

成24年３月には結婚式場「ル・センティフォーリア」（大阪市港区）における挙式サービス事業を譲受け、同月よ

り新たに運営を開始したことにより、施行及び受注状況とも好調に推移いたしました。なお、この事業譲受に伴い

負ののれん発生益 百万円を特別利益に計上しております。 

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

百万円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％減）となり、四半期純利益は平成23年11月に

「銀座クチュールNAOCO 銀座店」（東京都中央区）の土地及び建物の譲渡に伴い固定資産売却益 百万円を特

別利益に計上したことから 百万円（同 ％増）と前年同四半期に比べ大幅な増加となりました。 

  

  セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  なお、以下の数値は、売上高につきましてはセグメント内及びセグメント間の取引消去後、営業利益につきま

しては、セグメント内及びセグメント間の取引消去前となっております。 

 ① ホールセール事業 

  製・商品の売上高は、 百万円（前年同四半期比 ％減）と前年同四半期とほぼ同額になりました。ま

た、レンタル収入等は、主力のリース事業（貸衣裳店向けレンタル）において料金体系の見直しを実施したこ

と等により、 百万円（同 ％増）と引き続き好調に推移いたしました。 

  この結果、ホールセール事業の売上高は 百万円（同 ％増）となりました。営業利益は 百万円

（同 ％減）と前年同四半期に比べ大幅に減少いたしました。営業利益の主な減少要因として、前連結会計

年度は「レンタル衣裳の耐用年数の見直し」の実施初年度という一時的な利益上昇要因があったことが挙げら

れます。 

 ② ショップ事業 

  製・商品の売上高は 百万円（同 ％減）、国内レンタル収入等は 百万円（同 ％減）となりま

した。国内外リゾート挙式の売上高は、 百万円（同 ％増）と堅調に推移いたしました。 

  この結果、ショップ事業の売上高は 百万円（同 ％増）となりました。営業利益は 百万円（同

％増）と前年同四半期に比べ増加いたしました。営業利益の主な増加要因として、ハワイ・ミクロネシア

をはじめとする国内外リゾート挙式が堅調に推移したことが挙げられます。 

 ③ 式場事業 

  上述いたしました結婚式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」の新規開業効果及び結婚式場「ル・センティ

フォーリア」の事業譲受効果により、施行組数が 組と前年同四半期に比べ 組増加し、売上高は 百

万円（同 ％増）となりました。営業利益は 百万円（同 ％増）と増加いたしました。営業利益の主

な増加要因として、売上高の増加に加え、前連結会計年度は式場事業の単独事業会社化（事業譲渡）に伴う不

動産取得税等の発生という一時的な利益減少要因があったことが挙げられます。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金 百万円、受取手形及び売掛金 百万円の増加によるものであります。固定資産

は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、結婚式場「ル・センテ

ィフォーリア」（大阪市港区）における挙式サービス事業を譲受けたこと等により有形固定資産が 百万円増加

したことによるものであります。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万

円となりました。 

   流動負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、買掛金 百

万円、短期借入金 百万円、未払法人税等 百万円、賞与引当金 百万円の増加、１年内償還予定の社債 百

万円の減少によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりま

した。これは主に、社債 百万円、長期借入金 百万円、繰延税金負債 百万円の増加によるものであります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

   純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、利益剰余金

百万円の増加、為替換算調整勘定のマイナス幅が 百万円縮小した一方で、自己株式 株（ 百万円）の取得

を実施したこと等による自己株式 百万円の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は ％となり

ました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点におきましては、平成24年４月２日発表の業績予想を変更しておりません。  

   

   

（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 

 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。 

  

   

 該当事項はありません。   
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２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,235,369 1,680,298

受取手形及び売掛金 1,103,959 1,552,936

商品及び製品 292,572 244,231

仕掛品 222,551 246,008

原材料 137,351 150,430

貯蔵品 114,163 115,012

繰延税金資産 257,137 323,261

その他 418,850 318,202

貸倒引当金 △13,754 △11,251

流動資産合計 3,768,201 4,619,131

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,045,288 5,880,563

減価償却累計額 △1,735,825 △1,941,878

建物及び構築物（純額） 3,309,463 3,938,685

機械装置及び運搬具 327,168 326,558

減価償却累計額 △219,034 △214,181

機械装置及び運搬具（純額） 108,133 112,377

工具、器具及び備品 536,734 634,188

減価償却累計額 △351,462 △415,497

工具、器具及び備品（純額） 185,272 218,690

レンタル衣裳 582,077 620,939

減価償却累計額 △335,426 △314,500

レンタル衣裳（純額） 246,651 306,438

土地 2,519,351 2,574,241

建設仮勘定 101,380 51,934

有形固定資産合計 6,470,253 7,202,367

無形固定資産   

借地権 30,326 30,571

のれん 186,353 160,941

その他 7,756 7,756

無形固定資産合計 224,436 199,269

投資その他の資産   

投資有価証券 107,003 116,895

保険積立金 230,981 225,328

差入保証金 1,982,716 2,045,383

繰延税金資産 335,575 219,504

その他 331,517 323,669

貸倒引当金 △154,430 △161,770

投資その他の資産合計 2,833,365 2,769,011

固定資産合計 9,528,055 10,170,649

資産合計 13,296,256 14,789,780
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 371,962 531,596

短期借入金 348,000 560,000

1年内償還予定の社債 665,000 45,000

1年内返済予定の長期借入金 1,143,746 1,052,399

未払法人税等 185,571 413,967

賞与引当金 165,879 303,443

役員賞与引当金 25,260 61,650

その他 991,118 1,088,342

流動負債合計 3,896,538 4,056,399

固定負債   

社債 465,000 720,000

長期借入金 2,108,731 2,227,660

役員退職慰労引当金 472,413 452,271

資産除去債務 93,694 146,358

繰延税金負債 2,697 93,330

その他 47,194 48,102

固定負債合計 3,189,730 3,687,722

負債合計 7,086,268 7,744,121

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,071,590 1,071,590

資本剰余金 1,228,876 1,228,876

利益剰余金 4,361,559 5,208,994

自己株式 △273,155 △316,193

株主資本合計 6,388,870 7,193,268

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △253 △339

為替換算調整勘定 △178,629 △147,269

その他の包括利益累計額合計 △178,883 △147,608

純資産合計 6,209,987 7,045,659

負債純資産合計 13,296,256 14,789,780
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 10,880,710 11,382,739

売上原価 3,361,706 3,768,698

売上総利益 7,519,003 7,614,041

販売費及び一般管理費 6,000,783 6,357,498

営業利益 1,518,220 1,256,543

営業外収益   

受取利息 7,938 6,641

受取配当金 1,182 52

受取賃貸料 16,343 17,547

受取手数料 14,668 12,682

為替差益 8,888 －

その他 32,865 22,484

営業外収益合計 81,887 59,408

営業外費用   

支払利息 38,517 30,328

社債発行費 － 6,324

為替差損 － 2,920

その他 4,180 6,733

営業外費用合計 42,697 46,307

経常利益 1,557,409 1,269,643

特別利益   

固定資産売却益 15 553,824

保険解約返戻金 3,503 －

負ののれん発生益 － 69,088

資産除去債務戻入益 － 8,502

特別利益合計 3,518 631,415

特別損失   

固定資産売却損 124 1,363

固定資産除却損 30,709 722

役員退職慰労金 － 25,382

保険解約損 － 4,484

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,074 －

特別損失合計 42,907 31,952

税金等調整前四半期純利益 1,518,020 1,869,106

法人税、住民税及び事業税 655,571 672,769

法人税等調整額 10,654 140,899

法人税等合計 666,225 813,669

少数株主損益調整前四半期純利益 851,794 1,055,437

四半期純利益 851,794 1,055,437
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 851,794 1,055,437

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17 △86

為替換算調整勘定 △52,746 31,360

その他の包括利益合計 △52,764 31,274

四半期包括利益 799,030 1,086,712

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 799,030 1,086,712

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。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年９月１日 至平成23年５月31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 千円には、セグメント間取引消去・その他調整額 千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。 

   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23年９月１日 至平成24年５月31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 千円には、セグメント間取引消去・その他調整額 千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。 

   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。 

   ３．当第３四半期連結会計期間において、当社の子会社である株式会社クラウディアブライダルサービスが

結婚式場「ル・センティフォーリア」（大阪市港区）における挙式サービス事業を譲受けたことから、

式場事業セグメントにおける資産の金額が著しく増加しております。この結果、当該増加額を含めた当

第３四半期連結会計期間末の式場事業セグメントの資産残高は、 千円（前連結会計年度末

千円）であります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

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． 
ホールセール

事業 
ショップ 
事業 

式場事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,463,549  5,763,943  1,653,216  10,880,710  －  10,880,710

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 1,600,018  1,038,863  1,200  2,640,082  (2,640,082)  －

計  5,063,568  6,802,807  1,654,416  13,520,792  (2,640,082)  10,880,710

セグメント利益  633,716  1,040,563  54,341  1,728,620  (210,400)  1,518,220

△210,400 26,223

△236,623

  （単位：千円）

  

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． 
ホールセール

事業 
ショップ 
事業 

式場事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,551,587  5,793,259  2,037,892  11,382,739  －  11,382,739

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 1,577,530  1,337,831  2,545  2,917,907  (2,917,907)  －

計  5,129,118  7,131,091  2,040,437  14,300,647  (2,917,907)  11,382,739

セグメント利益  349,058  1,147,809  149,668  1,646,536  (389,993)  1,256,543

△389,993 △139,129

△250,863

2,928,836

2,213,346
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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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。  

（重要な負ののれん発生益） 

「式場事業」において、平成24年３月に当社の子会社である株式会社クラウディアブライダルサービスが

結婚式場「ル・センティフォーリア」（大阪市港区）における挙式サービス事業を譲受け、同月より運営を

開始しております。この事業譲受に伴い負ののれん発生益を計上しております。なお、当該事象による負の

のれん発生益の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては 千円であります。 

   

当第３四半期連結会計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年５月31日） 

取得による企業結合  

（1）企業結合の概要 

  

（2）四半期連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成24年３月１日から平成24年５月31日までの３ヶ月間 

  

（3）取得した事業の取得原価及びその内訳 

  

（4）発生した負ののれんの概要 

① 負ののれんの金額 

千円 

② 発生原因 

事業譲受時の受入純資産額が、取得原価を上回ったため、差額を負ののれんとして計上しております。 

  

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  

 該当事項はありません。 

   

   

69,088

（５）企業結合等関係

相手企業の名称 株式会社ヒカリ 

取得した事業の内容 
結婚式場「ル・センティフォーリア」（大阪市港区）における

挙式サービス事業 

企業結合を行った理由 式場事業の強化 

企業結合日 平成24年３月１日 

企業結合の法的形式 事業譲受 

事業取得企業の名称 株式会社クラウディアブライダルサービス 

取得の対価 現金 千円547,500

取得に直接要した支出額  千円－

取得原価 千円547,500

69,088

流動資産 千円1,543

固定資産  千円627,545

資産合計 千円629,088

流動負債 千円12,500

負債合計 千円12,500

（６）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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