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連結決算概要 決算のポイント
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売上高 営業利益

親会社株主に帰属する四半期純利益

26,171百万円

（前期比+1.0％）
Ｗ＆Ｒ事業の増収効果により、前期比1.0％のプラス。 全てのセグメントにおいて、前期比増益。

753百万円

（前期比+112.２％）

159百万円

（前期 △389百万円 ）

売上高については、ウェルネス＆リラクゼーション（W＆Ｒ）事業における、温浴施設（大宮）の通期（２Q）稼働により、
ほぼ前年並み。利益については、各種経費の削減効果と高収益商品の販売増加等により、新規開業店舗（表参道）
にかかる開業コストを吸収し、大幅増益。

経常利益

691百万円

（前期 △269百万円 ）
為替差損解消。 減損損失 149百万円を計上。



連結決算概要
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(単位：百万円)

売上高 25,910 26,171 +1.0% 26,300 △0.5%

婚礼事業 16,027 15,952 △0.5% 16,008 △0.3%

ホテル事業 8,512 8,533 +0.3% 8,518 +0.2%

ウェルネス&リラクゼーション事業 1,371 1,685 +22.9% 1,773 △5.0%

売上総利益 7,336 7,895 +7.6% 7,750 +1.9%

販売費及び一般管理費 6,981 7,142 +2.3% 7,400 △3.5%

営業利益 354 753 +112.2% 350 +115.2%

経常利益 △ 269 691 － 400 +73.0%

親会社株主に帰属する四半期純利益 △ 389 159 － 150 +6.3%

1株当たり四半期純利益 △8円00銭 3円34銭 － 3円14銭 ー

1株当たり中間配当金 5円 5円 － 5円 ー

前期比
増減率

2017/12期
第2Ｑ計画

2017/12期
第2Ｑ実績

2016/12期
第2Ｑ実績

計画比
増減率

増収・増益を達成


連結概要円修正

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
計画 キケイカク		2015/12期
実績 キジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
実績 キジッセキ		前期比
増減率 ゼンキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				56,445		53,810		△4.7%				51,694		+4.1%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		35,719		33,435		△6.4%				35,023		△4.5%

				ホテル事業 ジギョウ		13,699		13,945		+1.8%				12,462		+11.9%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		3,654		3,475		△4.9%				3,458		+0.5%

				W&R		3,371		2,954		-				749		-

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				19,407		17,974		△7.4%				17,900		+0.4%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				12,931		12,524		△3.1%				11,493		+9.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				6,476		5,450		△15.8%				6,406		△14.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				6,493		5,487		△15.5%				6,708		△18.2%

		当期純利益 トウキジュンリエキ				6,488		5,366		△17.3%				6,363		△15.7%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				0件		10,922件		+0.0%				0件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ				9,578件		+0.0%						+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ				1,344件		+0.0%						+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ						+0.0%						+0.0%

		1株当たり純利益※ カブアジュンリエキ								+0.0%

		1株当たり配当金※ カブアハイトウキン

				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1株当たり純利益及び1株当たり配当金を算定しております。 カブアジュンリエキオヨカブアハイトウキンサンテイ





連結概要百万円修正

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2016/12期
第2Ｑ実績 キダイジッセキ		2017/12期
第2Ｑ実績 キダイジッセキ		前期比
増減率 ゼンキヒゾウゲンリツ				2017/12期
第2Ｑ計画 キダイケイカク		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,910		26,171		+1.0%				26,300		△0.5%

				婚礼事業 コンレイジギョウ		16,027		15,952		△0.5%				16,008		△0.3%

				ホテル事業 ジギョウ		8,512		8,533		+0.3%				8,518		+0.2%

				ウェルネス&リラクゼーション事業 ジギョウ		1,371		1,685		+22.9%				1,773		△5.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,336		7,895		+7.6%				7,750		+1.9%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,981		7,142		+2.3%				7,400		△3.5%

		営業利益 エイギョウリエキ				354		753		+112.2%				350		+115.2%

		経常利益 ケイジョウリエキ				△ 269		691		－				400		+73.0%

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ				△ 389		159		－				150		+6.3%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ				△8円00銭 エンセン		3円34銭 エンセン		－				3円14銭 エンセン		ー

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－				5円 エン		ー





四半期グラフ (2)

		売上高 ウリアゲダカ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		8,769		11,600		10,031		14,093

		2013年12月期 ネンガツキ		9,687		12,577		10,679		14,481

		2014年12月期 ネンガツキ		10,942		12,569		11,281		16,898

		施行件数 セコウケンスウ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		2,462		3,395		2,981		4,030

		2013年12月期 ネンガツキ		2,717		3,700		3,088		4,042

		2014年12月期 ネンガツキ		2,911		3,576		3,162		4,382

		営業利益 エイギョウリエキ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		345		1,857		805		3,510

		2013年12月期 ネンガツキ		560		2,036		764		3,494

		2014年12月期 ネンガツキ		514		1,466		545		3,879

		営業利益率 エイギョウリエキリツ

				1Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		3.9%		16.0%		8.0%		24.9%

		2013年12月期 ネンガツキ		5.8%		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2014年12月期 ネンガツキ		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

		※百万円切り捨てで作成 ヒャクマンエンキスサクセイ





四半期グラフ (2)
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四半期表 (2)

		



2012年12月期

2013年12月期

2014年12月期

2012年12月期

2013年12月期

2014年12月期

営業利益
(百万円)

営業利益率



BS円 (2)

		

						売上高(百万円) ウリアゲダカヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		8,769		11,600		10,031		14,093

						2013/12		9,687		12,577		10,679		14,481

						2014/12		10,942		12,569		11,281		16,898

						施行件数(件) セコウケンスウケン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		2,462		3,395		2,981		4,030

						2013/12		2,717		3,700		3,088		4,042

						2014/12		2,911		3,576		3,162		4,382

						営業利益(百万円) エイギョウリエキヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		345		1,857		805		3,510

						2013/12		560		2,036		764		3,494

						2014/12		514		1,466		545		3,879

						営業利益率 エイギョウリエキリツ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		3.9%		16.0%		8.0%		24.9%

						2013/12		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

						2014/12		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%



売上高

施行件数



BS百万円 (2)

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
期末 キキマツ		2014/12期
期末 キキマツ		前期比増減 ゼンキヒゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				17,895,900,594		20,923,993,033		+3,028,092,439

		固定資産 コテイシサン				36,016,613,147		46,236,351,297		+10,219,738,150

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		21,460,451,374		28,109,401,277		+6,648,949,903

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		1,153,927,307		2,999,077,041		+1,845,149,734

				投資その他の資産 トウシタシサン		13,402,234,466		15,127,872,979		+1,725,638,513

		繰延資産 クリノベシサン				56,063,891		108,966,147		+52,902,256

		資産合計 シサンゴウケイ				53,968,577,632		67,269,310,477		+13,300,732,845

		流動負債 リュウドウフサイ				10,370,122,849		11,463,996,246		+1,093,873,397

		固定負債 コテイフサイ				18,929,974,695		27,094,655,156		+8,164,680,461

		負債合計 フサイゴウケイ				29,300,097,544		38,558,651,402		+9,258,553,858

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				24,668,480,088		28,710,659,075		+4,042,178,987

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				53,968,577,632		67,269,310,477		+13,300,732,845

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				45.7%		42.7%		△3.0p

		有利子負債※ ユウリシフサイ				19,273,076,900		27,149,380,996		+7,876,304,096

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				35.7%		40.4%		+4.6p





CF円 (2)

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
期末 キキマツ		2014/12期
期末 キキマツ		増　減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				17,895		20,923		+3,028

		固定資産 コテイシサン				36,016		46,236		+10,219

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		21,460		28,109		+6,648

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		1,153		2,999		+1,845

				投資その他の資産 トウシタシサン		13,402		15,127		+1,725

		繰延資産 クリノベシサン				56		108		+52

		資産合計 シサンゴウケイ				53,968		67,269		+13,300

		流動負債 リュウドウフサイ				10,370		11,463		+1,093

		固定負債 コテイフサイ				18,929		27,094		+8,164

		負債合計 フサイゴウケイ				29,300		38,558		+9,258

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				24,668		28,710		+4,042

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				53,968		67,269		+13,300

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				45.7%		42.7%		△3.0p

		有利子負債※ ユウリシフサイ				19,273		27,149		+7,876

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				35.7%		40.4%		+4.6p

		※		ゼロクーポンの転換社債型新株予約権付社債を含みます。 テンカンシャサイガタシンカブヨヤクケンツキシャサイフク





CF百万円 (2)

								(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ		2013/12期 キ

		営業キャッシュ・フロー エイギョウ				6,022,817,774		7,049,434,768

				うち税金等調整前当期純利益 ゼイキントウチョウセイマエトウキジュンリエキ		7,132,790,258		6,363,576,369

				うち減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2,653,617,871		2,696,373,820

				うち法人税等の支払額 ホウジンゼイトウシハライガク		(3,409,793,674)		(2,644,295,180)

		投資キャッシュ・フロー トウシ				(5,457,241,516)		(7,798,362,257)

				うち有形固定資産の取得による支出 ユウケイコテイシサンシュトクシシュツ		(1,938,313,795)		(8,367,087,503)

				うち連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		-		1,023,961,418

				うち事業譲受契約前渡金の支出 ジギョウユズリウケケイヤクマエワタキンシシュツ		(1,710,916,707)		-

		財務キャッシュ・フロー ザイム				1,897,902,244		4,035,569,403

				うち長期借入れによる収入		1,500,000,000		8,100,000,000

				うち長期借入金の返済による支出		(3,366,446,000)		(2,821,856,000)

				うち転換社債型新株予約権付社債発行による収入		4,966,022,459

				うち連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 シシュツ				(3,072,500,000)

		現金及び現金同等物期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキマツザンダカ				13,758,847,996		17,354,746,637

		フリーキャッシュ・フロー				565,576,258		-748,927,489





								(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ		2014/12期 キ

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ				6,022		7,049

				うち税金等調整前当期純利益 ゼイキントウチョウセイマエトウキジュンリエキ		7,132		6,363

				うち減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2,653		2,696

				うち法人税等の支払額 ホウジンゼイトウシハライガク		△ 3,409		△ 2,644

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ				△ 5,457		△ 7,798

				うち有形固定資産の取得による支出 ユウケイコテイシサンシュトクシシュツ		△ 1,938		△ 8,367

				うち連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		-		1,023

				うち事業譲受契約前渡金の支出 ジギョウユズリウケケイヤクマエワタキンシシュツ		△ 1,710		-

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ				1,897		4,035

				うち長期借入れによる収入		1,500		8,100

				うち長期借入金の返済による支出		△ 3,366		△ 2,821

				うち転換社債型新株予約権付社債の発行による収入		4,966		0

				うち連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 シシュツ		0		△ 3,072

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキマツザンダカ				13,758		17,354

		フリーキャッシュ・フロー				565		△ 748
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連結四半期業績推移

営業利益(百万円) 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ

2016/12 △ 588 943 487 2,673

2017/12 △ 603 1,356

営業利益率（%） 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ

2016/12 △ 5.1 6.6 3.8 16.2

2017/12 △ 5.2 9.3

売上高(百万円) 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ

2016/12 11,571 14,339 12,918 16,536

2017/12 11,513 14,657

婚礼施行件数(件) 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ

2016/12 2,619 3,512 3,056 4,013

2017/12 2,497 3,713

営業利益

営業利益率

第１四半期は営業損失を計上。第２四半期は前期比増収増益
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BS円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923,993,033		21,369,474,112		+445,481,079

		固定資産 コテイシサン				46,236,351,297		46,959,567,096		+723,215,799

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109,401,277		28,114,181,565		+4,780,288

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999,077,041		2,868,154,604		△130,922,437

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127,872,979		15,977,230,927		+849,357,948

		繰延資産 クリノベシサン				108,966,147		108,080,535		△885,612

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269,310,477		68,437,121,743		+1,167,811,266

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463,996,246		10,584,079,380		△879,916,866

		固定負債 コテイフサイ				27,094,655,156		28,493,168,210		+1,398,513,054

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558,651,402		39,077,247,590		+518,596,188

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710,659,075		29,359,874,153		+649,215,078

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269,310,477		68,437,121,743		+1,167,811,266

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		42.9%		+0.2p

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149,380,996		28,773,143,130		+1,623,762,134

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		42.0%		+1.7p





BS百万円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増　減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923		21,369		+445

		固定資産 コテイシサン				46,236		46,959		+723

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109		28,114		+4

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999		2,868		△130

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127		15,977		+849

		繰延資産 クリノベシサン				108		108		+0

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269		68,437		+1,167

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463		10,584		△879

		固定負債 コテイフサイ				27,094		28,493		+1,398

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710		29,359		+649

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269		68,437		+1,167

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		42.9%		+0.2p

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149		28,773		+1,623

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		42.0%		+1.7p

								39,077		+518





連結概要円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290,000,000		24,719,188,495		△2.3%				23,511,950,671		+5.1%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		15,530,000,000		15,243,670,736		△1.8%				16,136,468,149		△5.5%

				ホテル事業 ジギョウ		6,440,000,000		6,385,957,186		△0.8%				5,770,411,951		+10.7%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,650,000,000		1,625,840,244		△1.5%				1,605,070,571		+1.3%

				W&R事業売上高 ジギョウウリアゲダカ		1,670,000,000		1,463,720,329		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220,000,000		8,040,777,642		△2.2%				7,624,703,960		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450,000,000		6,473,471,258		+0.4%				5,643,665,094		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770,000,000		1,567,306,384		△11.5%				1,981,038,866		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780,000,000		1,610,870,565		△9.5%				2,044,992,799		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1,130,000,000		997,227,209		△11.7%				1,228,776,692		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						20円42銭 エンセン						25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン						5円 エン





連結概要百万円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290		24,719		△2.3%				23,511		+5.1%

				国内婚礼 コクナイコンレイ		15,530		15,243		△1.8%				16,136		△5.5%

				ホテル		6,440

				海外 カイガイ		1,650		1,625		△1.5%				1,605		+1.3%

				ウェルネス＆リラクゼーション		1,670		1,463		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220		8,040		△2.2%				7,624		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450		6,473		+0.4%				5,643		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770		1,567		△11.5%				1,981		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780		1,610		△9.5%				2,044		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1130		997		△11.7%				1,228		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ				23円14銭 エンセン		20円42銭 エンセン		－				25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－				5円 エン		－

								6,385		△0.8%				5,770		+10.7%





四半期グラフ

		売上高 ウリアゲダカ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		9,687		12,577		10,679		14,481

		2014年12月期 ネンガツキ		10,942		12,569		11,281		16,898

		2015年12月期 ネンガツキ		10,757		13,961

		施行件数 セコウケンスウ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		2,717		3,700		3,088		4,042

		2014年12月期 ネンガツキ		2,911		3,576		3,162		4,382

		2015年12月期 ネンガツキ		2,589		3,711

		営業利益 エイギョウリエキ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		560		2,036		764		3,494

		2014年12月期 ネンガツキ		514		1,466		545		3,879

		2015年12月期 ネンガツキ		(165)		1,732

		営業利益率 エイギョウリエキリツ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

		2014年12月期 ネンガツキ		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

		2015年12月期 ネンガツキ		-1.5%		12.4%

		※百万円切り捨てで作成 ヒャクマンエンキスサクセイ





四半期グラフ
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四半期表
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×連結概要円

		

						売上高(百万円) ウリアゲダカヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		9,687		12,577		10,679		14,481

						2014/12		10,942		12,569		11,281		16,898

						2015/12		10,757		13,961

						婚礼施行件数(件) コンレイセコウケンスウケン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		2,717		3,700		3,088		4,042

						2014/12		2,911		3,576		3,162		4,382

						2015/12		2,589		3,711

						営業利益(百万円) エイギョウリエキヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2016/12		△ 588		943		487		2,673

						2017/12		△ 603		1,356

						営業利益率（%） エイギョウリエキリツ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2016/12		△ 5.1		6.6		3.8		16.2

						2017/12		△ 5.2		9.3



売上高

婚礼施行件数



×連結概要百万円

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160,000,000		23,511,950,671		+1.5%		23,511,950,671		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750,000,000		16,985,951,597		+1.4%		16,985,951,597		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930,000,000		4,920,928,503		△0.2%		4,920,928,503		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,480,000,000		1,605,070,571		+8.5%		1,605,070,571		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350,000,000		7,624,703,960		+3.7%		7,624,703,960		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750,000,000		5,643,665,094		△1.8%		5,643,665,094		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600,000,000		1,981,038,866		+23.8%		1,981,038,866		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600,000,000		2,044,992,799		+27.8%		2,044,992,799		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ						1,228,776,692				1,228,776,692		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						25円17銭 エンセン				25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン				5円 エン





Sheet3

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160		23,511		+1.5%		23,511		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750		16,985		+1.4%		16,985		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930		4,920		△0.2%		4,920		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,480		1,605		+8.5%		1,605		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350		7,624		+3.7%		7,624		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750		5,643		△1.8%		5,643		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600		1,981		+23.8%		1,981		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600		2,044		+27.8%		2,044		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				－		1,228		－		1,228		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益※ カブアシハンキジュンリエキ				－		25円17銭 エンセン		－		25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金※ カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－		5円 エン		－





		






BS円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923,993,033		21,369,474,112		+445,481,079

		固定資産 コテイシサン				46,236,351,297		46,959,567,096		+723,215,799

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109,401,277		28,114,181,565		+4,780,288

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999,077,041		2,868,154,604		△130,922,437

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127,872,979		15,977,230,927		+849,357,948

		繰延資産 クリノベシサン				108,966,147		108,080,535		△885,612

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269,310,477		68,437,121,743		+1,167,811,266

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463,996,246		10,584,079,380		△879,916,866

		固定負債 コテイフサイ				27,094,655,156		28,493,168,210		+1,398,513,054

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558,651,402		39,077,247,590		+518,596,188

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710,659,075		29,359,874,153		+649,215,078

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269,310,477		68,437,121,743		+1,167,811,266

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		42.9%		+0.2p

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149,380,996		28,773,143,130		+1,623,762,134

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		42.0%		+1.7p





BS百万円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増　減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923		21,369		+445

		固定資産 コテイシサン				46,236		46,959		+723

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109		28,114		+4

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999		2,868		△130

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127		15,977		+849

		繰延資産 クリノベシサン				108		108		+0

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269		68,437		+1,167

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463		10,584		△879

		固定負債 コテイフサイ				27,094		28,493		+1,398

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558		39,077		+518

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710		29,359		+649

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269		68,437		+1,167

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		42.9%		+0.2p

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149		28,773		+1,623

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		42.0%		+1.7p





連結概要円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290,000,000		24,719,188,495		△2.3%				23,511,950,671		+5.1%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		15,530,000,000		15,243,670,736		△1.8%				16,136,468,149		△5.5%

				ホテル事業 ジギョウ		6,440,000,000		6,385,957,186		△0.8%				5,770,411,951		+10.7%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,650,000,000		1,625,840,244		△1.5%				1,605,070,571		+1.3%

				W&R事業売上高 ジギョウウリアゲダカ		1,670,000,000		1,463,720,329		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220,000,000		8,040,777,642		△2.2%				7,624,703,960		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450,000,000		6,473,471,258		+0.4%				5,643,665,094		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770,000,000		1,567,306,384		△11.5%				1,981,038,866		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780,000,000		1,610,870,565		△9.5%				2,044,992,799		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1,130,000,000		997,227,209		△11.7%				1,228,776,692		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						20円42銭 エンセン						25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン						5円 エン





連結概要百万円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290		24,719		△2.3%				23,511		+5.1%

				国内婚礼 コクナイコンレイ		15,530		15,243		△1.8%				16,136		△5.5%

				ホテル		6,440		6,385		△0.8%				5,770		+10.7%

				海外 カイガイ		1,650		1,625		△1.5%				1,605		+1.3%

				ウェルネス＆リラクゼーション		1,670		1,463		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220		8,040		△2.2%				7,624		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450		6,473		+0.4%				5,643		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770		1,567		△11.5%				1,981		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780		1,610		△9.5%				2,044		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1130		997		△11.7%				1,228		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ				23円14銭 エンセン		20円42銭 エンセン		－				25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－				5円 エン		－





四半期グラフ

		売上高 ウリアゲダカ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		9,687		12,577		10,679		14,481

		2014年12月期 ネンガツキ		10,942		12,569		11,281		16,898

		2015年12月期 ネンガツキ		10,757		13,961

		施行件数 セコウケンスウ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		2,717		3,700		3,088		4,042

		2014年12月期 ネンガツキ		2,911		3,576		3,162		4,382

		2015年12月期 ネンガツキ		2,589		3,711

		営業利益 エイギョウリエキ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		560		2,036		764		3,494

		2014年12月期 ネンガツキ		514		1,466		545		3,879

		2015年12月期 ネンガツキ		(165)		1,732

		営業利益率 エイギョウリエキリツ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

		2014年12月期 ネンガツキ		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

		2015年12月期 ネンガツキ		-1.5%		12.4%

		※百万円切り捨てで作成 ヒャクマンエンキスサクセイ





四半期グラフ
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四半期表
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×連結概要円

		

						売上高(百万円) ウリアゲダカヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2016/12		11,571		14,339		12,918		16,536

						2017/12		11,513		14,657

						婚礼施行件数(件) コンレイセコウケンスウケン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2016/12		2,619		3,512		3,056		4,013

						2017/12		2,497		3,713						13200

						営業利益(百万円) エイギョウリエキヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		560		2,036		764		3,494

						2014/12		514		1,466		545		3,879

						2015/12		(165)		1,732		(725)		2,673

						営業利益率 エイギョウリエキリツ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

						2014/12		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

						2015/12		-1.5%		12.4%				%



売上高

婚礼施行件数



×連結概要百万円

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160,000,000		23,511,950,671		+1.5%		23,511,950,671		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750,000,000		16,985,951,597		+1.4%		16,985,951,597		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930,000,000		4,920,928,503		△0.2%		4,920,928,503		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,480,000,000		1,605,070,571		+8.5%		1,605,070,571		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350,000,000		7,624,703,960		+3.7%		7,624,703,960		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750,000,000		5,643,665,094		△1.8%		5,643,665,094		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600,000,000		1,981,038,866		+23.8%		1,981,038,866		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600,000,000		2,044,992,799		+27.8%		2,044,992,799		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ						1,228,776,692				1,228,776,692		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						25円17銭 エンセン				25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン				5円 エン





Sheet3

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160		23,511		+1.5%		23,511		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750		16,985		+1.4%		16,985		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930		4,920		△0.2%		4,920		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,480		1,605		+8.5%		1,605		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350		7,624		+3.7%		7,624		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750		5,643		△1.8%		5,643		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600		1,981		+23.8%		1,981		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600		2,044		+27.8%		2,044		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				－		1,228		－		1,228		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益※ カブアシハンキジュンリエキ				－		25円17銭 エンセン		－		25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金※ カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－		5円 エン		－





		






BS円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923,993,033		21,369,474,112		+445,481,079

		固定資産 コテイシサン				46,236,351,297		46,959,567,096		+723,215,799

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109,401,277		28,114,181,565		+4,780,288

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999,077,041		2,868,154,604		△130,922,437

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127,872,979		15,977,230,927		+849,357,948

		繰延資産 クリノベシサン				108,966,147		108,080,535		△885,612

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269,310,477		68,437,121,743		+1,167,811,266

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463,996,246		10,584,079,380		△879,916,866

		固定負債 コテイフサイ				27,094,655,156		28,493,168,210		+1,398,513,054

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558,651,402		39,077,247,590		+518,596,188

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710,659,075		29,359,874,153		+649,215,078

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269,310,477		68,437,121,743		+1,167,811,266

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		42.9%		+0.2p

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149,380,996		28,773,143,130		+1,623,762,134

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		42.0%		+1.7p





BS百万円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増　減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923		21,369		+445

		固定資産 コテイシサン				46,236		46,959		+723

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109		28,114		+4

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999		2,868		△130

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127		15,977		+849

		繰延資産 クリノベシサン				108		108		+0

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269		68,437		+1,167

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463		10,584		△879

		固定負債 コテイフサイ				27,094

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558		39,077		+518

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710		29,359		+649

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269		68,437		+1,167

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		28,493		+1,398

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149		28,773		+1,623

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		42.0%		+1.7p





連結概要円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290,000,000		24,719,188,495		△2.3%				23,511,950,671		+5.1%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		15,530,000,000		15,243,670,736		△1.8%				16,136,468,149		△5.5%

				ホテル事業 ジギョウ		6,440,000,000		6,385,957,186		△0.8%				5,770,411,951		+10.7%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,650,000,000		1,625,840,244		△1.5%				1,605,070,571		+1.3%

				W&R事業売上高 ジギョウウリアゲダカ		1,670,000,000		1,463,720,329		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220,000,000		8,040,777,642		△2.2%				7,624,703,960		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450,000,000		6,473,471,258		+0.4%				5,643,665,094		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770,000,000		1,567,306,384		△11.5%				1,981,038,866		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780,000,000		1,610,870,565		△9.5%				2,044,992,799		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1,130,000,000		997,227,209		△11.7%				1,228,776,692		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						20円42銭 エンセン						25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン						5円 エン





連結概要百万円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290		24,719		△2.3%				23,511		+5.1%

				国内婚礼 コクナイコンレイ		15,530		15,243		△1.8%

				ホテル		6,440		6,385		△0.8%				5,770		+10.7%

				海外 カイガイ		1,650		1,625		△1.5%				1,605		+1.3%

				ウェルネス＆リラクゼーション		1,670		1,463		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220		8,040		△2.2%				7,624		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450		6,473		+0.4%				5,643		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770		1,567		△11.5%				1,981		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780		1,610		△9.5%				2,044		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1130		997		△11.7%				1,228		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ				23円14銭 エンセン		20円42銭 エンセン		－				25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－				5円 エン		－

														16,136		△5.5%





四半期グラフ

		売上高 ウリアゲダカ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2016年12月期 ネンガツキ		11,571		14,339		12,919		16,536

		2017年12月期 ネンガツキ		11,513		14,658

		施行件数 セコウケンスウ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2016年12月期 ネンガツキ		2,619		3,512		3,056		4,013

		2017年12月期 ネンガツキ		2,497		3,290

		営業利益 エイギョウリエキ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2016年12月期 ネンガツキ		(588)		943		487		2,673

		2017年12月期 ネンガツキ		(603)		1,356

		営業利益率 エイギョウリエキリツ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2016年12月期 ネンガツキ		-5.1%		6.6%		3.8%		16.2%

		2017年12月期 ネンガツキ		-5.2%		9.3%

		※百万円切り捨てで作成 ヒャクマンエンキスサクセイ





四半期グラフ
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四半期表

		



2016年12月期

2017年12月期

2016年12月期

2017年12月期

営業利益
(百万円)

営業利益率



×連結概要円

		

						売上高(百万円) ウリアゲダカヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		9,687		12,577		10,679		14,481

						2014/12		10,942		12,569		11,281		16,898

						2015/12		10,757		13,961

						婚礼施行件数(件) コンレイセコウケンスウケン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		2,717		3,700		3,088		4,042

						2014/12		2,911		3,576		3,162		4,382

						2015/12		2,589		3,711

						営業利益(百万円) エイギョウリエキヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		560		2,036		764		3,494

						2014/12		514		1,466		545		3,879

						2015/12		(165)		1,732

						営業利益率 エイギョウリエキリツ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

						2014/12		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

						2015/12		-1.5%		12.4%



売上高

婚礼施行件数

営業利益

営業利益率

1Q

2Q

3Q

4Q

（%）



×連結概要百万円

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160,000,000		23,511,950,671		+1.5%		23,511,950,671		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750,000,000		16,985,951,597		+1.4%		16,985,951,597		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930,000,000		4,920,928,503		△0.2%		4,920,928,503		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,480,000,000		1,605,070,571		+8.5%		1,605,070,571		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350,000,000		7,624,703,960		+3.7%		7,624,703,960		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750,000,000		5,643,665,094		△1.8%		5,643,665,094		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600,000,000		1,981,038,866		+23.8%		1,981,038,866		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600,000,000		2,044,992,799		+27.8%		2,044,992,799		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ						1,228,776,692				1,228,776,692		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						25円17銭 エンセン				25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン				5円 エン





Sheet3

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160		23,511		+1.5%		23,511		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750		16,985		+1.4%		16,985		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930		4,920		△0.2%		4,920		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,480		1,605		+8.5%		1,605		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350		7,624		+3.7%		7,624		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750		5,643		△1.8%		5,643		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600		1,981		+23.8%		1,981		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600		2,044		+27.8%		2,044		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				－		1,228		－		1,228		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益※ カブアシハンキジュンリエキ				－		25円17銭 エンセン		－		25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金※ カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－		5円 エン		－
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７

婚礼事業の状況 総括

(単位：百万円)

増減 増減率

売上高 16,027 15,952 △74 △0.5%

セグメント利益 1,502 1,616 +114 +7.6%

 施行件数 5,269件 5,367件 +98件 +1.9%

国内 4,343件 4,165件 △178件 △4.1%

海外 926件 1,202件 +276件 +29.8%

前　年　同　期　比2016 /12期
第2Q

2017/12期
第2Ｑ

売上高は、ほぼ前年並みながら、増益を達成

・ 国内施行件数の減少は、少人数婚の減少が主因。
・ 海外挙式については、提携販売が好調に推移し、ハワイにおける施行件数が大幅に増加。
・ 各種経費の削減効果と高収益商品の販売増加等が増益に寄与。
・ 10月1日開業予定のザ ストリングス表参道にかかる開業費用（125百万円）を吸収し、増益達成。


国内事業全体円

		

						2013/12期
第2Q キダイ		2014/12期
第2Q キダイ		前期比 ゼンキヒヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				36,849,000,000				△36,849,000,000		△100.0%

		セグメント利益 リエキ				7,417,000,000				△7,417,000,000		△100.0%

		施行件数 セコウケンスウ				10,187				△10,187		△100.0%

						17679236128		16985951597

						3523004442		2603532534

						19,169,763,872		-16,985,951,597		-36,155,715,469

						3,893,995,558		-2,603,532,534		-6,497,528,092





国内事業全体百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2016 /12期
第2Q キダイ		2017/12期
第2Ｑ キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				16,027		15,952		△74		△0.5%

		セグメント利益 リエキ				1,502		1,616		+114		+7.6%

		施行件数				5,269件		5,367件		+98件		+1.9%

				国内 コクナイ		4,343件		4,165件		△178件		△4.1%

				海外 カイガイ		926件		1,202件		+276件		+29.8%
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hotel百万円 (2)

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ		2014/12期 キ		前　期　比 マエキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				0		0		+0		+0.0%

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				レストラン売上 ウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				婚礼売上※1 コンレイウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				宴会売上 エンカイウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				その他※2 タ		0		0		+0		－

		セグメント利益 リエキ				0		0		+0		－

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				0件		0件		+0件		+0.0%





ホテル分解

												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ				2014/12期 キ												2014/12期 キ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				7,139		100.0%		7,694		100.0%						売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				2,942		100.0%

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		2,184		30.6%		2,537		33.0%								宿泊売上 シュクハクウリアゲ		1,860		63.2%

				レストラン売上 ウリアゲ		990		13.9%		1,145		14.9%								レストラン売上 ウリアゲ		778		26.4%

				婚礼売上 コンレイウリアゲ		3,409		47.8%		3,475		45.2%								婚礼売上 コンレイウリアゲ		132		4.5%

				宴会売上 エンカイウリアゲ		630		8.8%		634		8.2%								宴会売上 エンカイウリアゲ		152		5.2%

				その他 タ		-74		-1.0%		52		0.7%								その他 タ		20		0.7%

				内部売上消去 ナイブウリアゲショウキョ		-124		-1.7%		(149)		-1.9%								内部売上消去 ナイブウリアゲショウキョ		(0)		-0.0%





hotel全体えん

		

						2013/12期
第2Q キダイ		2014/12期
第2Q キダイ		前期比 ゼンキヒヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				5,770,411,951		6,385,957,186		+615,545,235		+10.7%

		セグメント利益 リエキ				68,317,537		148,850,260		+80,532,723		+117.9%

		施行件数 セコウケンスウ				498		581		+83		+16.7%

						17679236128		16985951597

						3523004442		2603532534

						-11,908,824,177		-10,599,994,411		1,308,829,766

						-3,454,686,905		-2,454,682,274		1,000,004,631





ホテル全体百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
第2Q キ		2014/12期
第2Q キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				5,770		6,385		+615		+10.7%

		セグメント利益 リエキ				68		148		+80		+117.9%

		施行件数 セコウケンスウ				498件		581件		+83件		+16.7%





W&R

		

						2013/12期
第2Q キダイ

		売上高 ウリアゲダカ				1,463,720,329

		セグメント利益 リエキ				50,349,775

		施行件数 セコウケンスウ				37

						17679236128

						3523004442

						-16,215,515,799

						-3,472,654,667





W&Rhyakumanne

						(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q キ

		売上高 ウリアゲダカ				1,463

		セグメント利益 リエキ				50

		期末店舗数 キマツテンポスウ				37







ホテル事業の状況 総括

８

(単位：百万円)

増減 増減率

売上高合計 8,512 8,533 +21 +0.3%

宿泊売上 2,789 2,797 +8 +0.3%

レストラン売上 1,333 1,466 +133 +10.0%

婚礼売上 3,777 3,606 △171 △4.5%

宴会売上 611 662 +51 +8.3%

セグメント利益 181 240 +59 +32.5%

婚礼施行件数 862件 843件 △19件 △2.2％

前　年　同　期　比2016/12期
第2Ｑ

2017/12期
第２Ｑ

・ ストリングスホテル名古屋の増益がセグメント利益の増益に大きく寄与。
・ 各種経費の削減効果が増益に寄与。
・ 西新宿プロジェクトにかかる土地賃借料等を計上。

増収・増益を達成


国内事業全体円

		

						2013/12期
第2Q キダイ		2014/12期
第2Q キダイ		前期比 ゼンキヒヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				16,136,468,149		15,243,670,736		△892,797,413		△5.5%

		セグメント利益 リエキ				2,564,058,314		2,130,862,876		△433,195,438		△16.9%

		施行件数 セコウケンスウ				4,562		4,414		△148		△3.2%

						17679236128		16985951597

						3523004442		2603532534

						-1,542,767,979		-1,742,280,861		-199,512,882

						-958,946,128		-472,669,658		486,276,470





国内事業全体百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
第2Q キ		2015/12期
第2Q キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				16,136		15,243		△892		△5.5%

		セグメント利益 リエキ				2,564		2,130		△433		△16.9%

		施行件数 セコウケンスウ				4,562件		4,414件		△148件		△3.2%





Sheet1

		





hotel分解2014

		

						BHN		ストリングス		八事 ヤゴト		ささしま　		計 ケイ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				3,595,151,037		1,394,204,000		849,483,448				5,770,411,951

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		1,202,029,992		906,979,000		94,893,792				2,203,902,784

				レストラン売上 ウリアゲ		510,137,125		372,770,000		82,097,656				965,004,781

				婚礼売上 コンレイウリアゲ		1,526,216,617		38,768,000		568,090,821				2,132,964,725

				宴会売上 エンカイウリアゲ		288,451,482		75,687,000		104,401,179				468,539,661

				その他 タ										0

				その他 タ		26,833,767

				セグ間 カン		68315821				15279144

										14381232

										897912





hotel分解2015

		

						BHN		ストリングス		八事 ヤゴト		ささしま　		計 ケイ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				4,145,004,857		1,504,939,517		848,308,636				6,385,957,186

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		1,297,713,108		976,606,000		123,065,579				2,397,384,687

				レストラン売上 ウリアゲ		598,026,402		399,183,000		90,520,088				1,087,729,490

				婚礼売上 コンレイウリアゲ		1,801,223,748		62,701,517		525,704,464		3,201,813		2,392,831,542

				宴会売上 エンカイウリアゲ		350,674,993		63,395,439		93,941,035				508,011,467

				その他 タ										0

				その他 タ		24,508,257

						97,366,606.00		3053561		15077470





hotel円これ！

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
第2Q キ		2015/12期
第2Q キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				5,770,411,951		6,385,957,186		+615,545,235		+10.7%

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		2,203,902,784		2,397,384,687		+193,481,903		+8.8%

				レストラン売上 ウリアゲ		965,004,781		1,087,729,490		+122,724,709		+12.7%

				婚礼売上※1 コンレイウリアゲ		2,132,964,725		2,392,831,542		+259,866,817		+12.2%

				宴会売上 エンカイウリアゲ		468,539,661		508,011,467		+39,471,806		+8.4%

		セグメント利益 リエキ				45,325,406		148,850,260		+103,524,854		+228.4%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				498件		581件		+83件		+16.7%





hotel百万円これ！

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2016/12期
第2Ｑ キダイ		2017/12期
第２Ｑ キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				8,512		8,533		+21		+0.3%

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		2,789		2,797		+8		+0.3%

				レストラン売上 ウリアゲ		1,333		1,466		+133		+10.0%

				婚礼売上 コンレイウリアゲ		3,777		3,606		△171		△4.5%

				宴会売上 エンカイウリアゲ		611		662		+51		+8.3%

		セグメント利益 リエキ				181		240		+59		+32.5%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				862件		843件		△19件		△2.2％





ホテル分解

												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ				2014/12期 キ												2014/12期 キ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				7,139		100.0%		7,694		100.0%						売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				2,942		100.0%

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		2,184		30.6%		2,537		33.0%								宿泊売上 シュクハクウリアゲ		1,860		63.2%

				レストラン売上 ウリアゲ		990		13.9%		1,145		14.9%								レストラン売上 ウリアゲ		778		26.4%

				婚礼売上 コンレイウリアゲ		3,409		47.8%		3,475		45.2%								婚礼売上 コンレイウリアゲ		132		4.5%

				宴会売上 エンカイウリアゲ		630		8.8%		634		8.2%								宴会売上 エンカイウリアゲ		152		5.2%

				その他 タ		-74		-1.0%		52		0.7%								その他 タ		20		0.7%

				内部売上消去 ナイブウリアゲショウキョ		-124		-1.7%		(149)		-1.9%								内部売上消去 ナイブウリアゲショウキョ		(0)		-0.0%





hotel全体えん

		

						2013/12期
第2Q キダイ		2014/12期
第2Q キダイ		前期比 ゼンキヒヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				5,770,411,951		6,385,957,186		+615,545,235		+10.7%

		セグメント利益 リエキ				45,325,406		148,850,260		+103,524,854		+228.4%

		施行件数 セコウケンスウ				498		581		+83		+16.7%

						17679236128		16985951597

						3523004442		2603532534

						-11,908,824,177		-10,599,994,411		1,308,829,766

						-3,477,679,036		-2,454,682,274		1,022,996,762





ホテル全体百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
第2Q キ		2015/12期
第2Q キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				5,770		6,385		+615		+10.7%

		セグメント利益 リエキ				45		148		+103		+228.4%

		施行件数 セコウケンスウ				498件		581件		+83件		+16.7%





W&R

		

						2013/12期
第2Q キダイ

		売上高 ウリアゲダカ				1,463,720,329

		セグメント利益 リエキ				50,349,775

		施行件数 セコウケンスウ				37

						17679236128

						3523004442

						-16,215,515,799

						-3,472,654,667





W&Rhyakumanne

						(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q キ

		売上高 ウリアゲダカ				1,463

		セグメント利益 リエキ				50

		期末店舗数 キマツテンポスウ				37







９

ウェルネス&リラクゼーション（W＆R）事業の状況 総括

(単位：百万円)

増減 増減率

売上高 1,371 1,685 ＋313 +22.9%

セグメント利益 △ 269 △ 235 +33 －

期末店舗数 45 51 +6 －

2016/12期
第２Ｑ

2017/12期
第２Ｑ

前　年　同　期　比

美楽温泉SPA－HERBSの通期（２Q）稼働により、大幅な増収を達成

・ リフレクソロジー既存店舗（Queensway）の増収も利益改善に貢献。
・ 美楽温泉SPA－HERBSにおける会員募集が順調に推移し、増収・利益改善に貢献。
・ Queensway店舗数は、６店舗増加し51店舗となる。


国内事業全体円

		

						2013/12期
第2Q キダイ		2014/12期
第2Q キダイ		前期比 ゼンキヒヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				16,136,468,149		15,243,670,736		△892,797,413		△5.5%

		セグメント利益 リエキ				2,541,066,183		2,130,862,876		△410,203,307		△16.1%

		施行件数 セコウケンスウ				4,562		4,414		△148		△3.2%

						17679236128		16985951597

						3523004442		2603532534

						-1,542,767,979		-1,742,280,861		-199,512,882

						-981,938,259		-472,669,658		509,268,601





国内事業全体百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
第2Q キ		2014/12期
第2Q キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				16,136		15,243		△892		△5.5%

		セグメント利益 リエキ				2,541		2,130		△410		△16.1%

		施行件数 セコウケンスウ				4,562件		4,414件		△148件		△3.2%





Sheet1

		





hotel百万円 (2)

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ		2014/12期 キ		前　期　比 マエキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				0		0		+0		+0.0%

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				レストラン売上 ウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				婚礼売上※1 コンレイウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				宴会売上 エンカイウリアゲ		0		0		+0		+0.0%

				その他※2 タ		0		0		+0		－

		セグメント利益 リエキ				0		0		+0		－

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				0件		0件		+0件		+0.0%





ホテル分解

												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ				2014/12期 キ												2014/12期 キ

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				7,139		100.0%		7,694		100.0%						売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ				2,942		100.0%

				宿泊売上 シュクハクウリアゲ		2,184		30.6%		2,537		33.0%								宿泊売上 シュクハクウリアゲ		1,860		63.2%

				レストラン売上 ウリアゲ		990		13.9%		1,145		14.9%								レストラン売上 ウリアゲ		778		26.4%

				婚礼売上 コンレイウリアゲ		3,409		47.8%		3,475		45.2%								婚礼売上 コンレイウリアゲ		132		4.5%

				宴会売上 エンカイウリアゲ		630		8.8%		634		8.2%								宴会売上 エンカイウリアゲ		152		5.2%

				その他 タ		-74		-1.0%		52		0.7%								その他 タ		20		0.7%

				内部売上消去 ナイブウリアゲショウキョ		-124		-1.7%		(149)		-1.9%								内部売上消去 ナイブウリアゲショウキョ		(0)		-0.0%





hotel全体えん

		

						2013/12期
第2Q キダイ		2014/12期
第2Q キダイ		前期比 ゼンキヒヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				5,770,411,951		6,385,957,186		+615,545,235		+10.7%

		セグメント利益 リエキ				68,317,537		148,850,260		+80,532,723		+117.9%

		施行件数 セコウケンスウ				498		581		+83		+16.7%

						17679236128		16985951597

						3523004442		2603532534

						-11,908,824,177		-10,599,994,411		1,308,829,766

						-3,454,686,905		-2,454,682,274		1,000,004,631





ホテル全体百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
第2Q キ		2014/12期
第2Q キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				5,770		6,385		+615		+10.7%

		セグメント利益 リエキ				68		148		+80		+117.9%

		施行件数 セコウケンスウ				498件		581件		+83件		+16.7%





W&R

		

						2013/12期
第2Q キダイ

		売上高 ウリアゲダカ

		セグメント利益 リエキ

		施行件数 セコウケンスウ

						17679236128

						3523004442

						-17,679,236,128

						-3,523,004,442





W&Rhyakumanne

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2016/12期
第２Ｑ キダイ		2017/12期
第２Ｑ キダイ		前　年　同　期　比 マエネンドウキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				1,371		1,685		＋313		+22.9%

		セグメント利益 リエキ				△ 269		△ 235		+33		－

		期末店舗数 キマツテンポスウ				45		51		+6		－







連結貸借対照表

10

総資産（資産合計）は、713百万円減少、純資産は352百万円減少し、自己資本比率は38.5％維持
・ 「婚礼事業」セグメントで139百万円、「W＆R事業」セグメントで10百万円、合計149百万円を減損処理。
・ 為替換算調整勘定が195百万円減少。

(単位：百万円)

流動資産 19,000 19,230 +229

固定資産 65,653 64,710 △943

有形固定資産 47,338 46,742 △596

無形固定資産 2,543 2,388 △154

投資その他の資産 15,771 15,578 △192

繰延資産 98 98 △0

資産合計 84,752 84,039 △713

流動負債 22,065 18,362 △3,702

固定負債 28,459 31,800 +3,341

負債合計 50,524 50,163 △361

純資産合計 34,228 33,876 △352

負債純資産合計 84,752 84,039 △713

自己資本比率 38.5% 38.5% －

有利子負債 38,351 38,403 +52

有利子負債依存度 45.3% 45.7% +0.4p

2016/12期
期末

2017/12期
6月末 増　減

建物及び構築物（純額）△624

1年内返済予定の長期借入金 △3,295
長期借入金 +3,243

為替換算調整勘定 △195


BS円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923,993,033		21,870		△20,923,971,163

		固定資産 コテイシサン				46,236,351,297		58,358		△46,236,292,939

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109,401,277		39,154		△28,109,362,123

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999,077,041		2,719		△2,999,074,322

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127,872,979		16,485		△15,127,856,494

		繰延資産 クリノベシサン				108,966,147		97		△108,966,050

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269,310,477		80,259		△67,269,230,218

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463,996,246		12,834		△11,463,983,412

		固定負債 コテイフサイ				27,094,655,156		35,685		△27,094,619,471

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558,651,402		48,519		△38,558,602,883

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710,659,075		31,807		△28,710,627,268

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269,310,477		80,327		△67,269,230,150

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		39.6%		△3.1p

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149,380,996				△27,149,380,996

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		0.0%		△40.4p





BS百万円

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
期末 キキマツ		2015/12期
6月末 キガツマツ		増　減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				20,923		21,870		△20,923

		固定資産 コテイシサン				46,236		0		△46,236

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		28,109		0		△28,109

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,999		0		△2,999

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,127		0		△15,127

		繰延資産 クリノベシサン				108		0		△108

		資産合計 シサンゴウケイ				67,269		0		△67,269

		流動負債 リュウドウフサイ				11,463		0		△11,463

		固定負債 コテイフサイ				27,094		0		△27,094

		負債合計 フサイゴウケイ				38,558		0		△38,558

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				28,710		0		△28,710

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				67,269		0		△67,269

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				42.7%		39.6%		△3.1p

		有利子負債 ユウリシフサイ				27,149		0		△27,149

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				40.4%		0.0%		△40.4p





BS百万円 atai調整

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2016/12期
期末 キキマツ		2017/12期
6月末 キガツスエ		増　減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				19,000		19,230		+229

		固定資産 コテイシサン				65,653		64,710		△943

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		47,338		46,742		△596

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		2,543		2,388		△154

				投資その他の資産 トウシタシサン		15,771		15,578		△192

		繰延資産 クリノベシサン				98		98		△0

		資産合計 シサンゴウケイ				84,752		84,039		△713

		流動負債 リュウドウフサイ				22,065		18,362		△3,702

		固定負債 コテイフサイ				28,459		31,800		+3,341

		負債合計 フサイゴウケイ				50,524		50,163		△361

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				34,228		33,876		△352

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				84,752		84,039		△713

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				38.5%		38.5%		－

		有利子負債 ユウリシフサイ				38,351		38,403		+52

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				45.3%		45.7%		+0.4p





連結概要円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290,000,000		24,719,188,495		△2.3%				23,511,950,671		+5.1%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		15,530,000,000		15,243,670,736		△1.8%				16,136,468,149		△5.5%

				ホテル事業 ジギョウ		6,440,000,000		6,385,957,186		△0.8%				5,770,411,951		+10.7%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,650,000,000		1,625,840,244		△1.5%				1,605,070,571		+1.3%

				W&R事業売上高 ジギョウウリアゲダカ		1,670,000,000		1,463,720,329		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220,000,000		8,040,777,642		△2.2%				7,624,703,960		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450,000,000		6,473,471,258		+0.4%				5,643,665,094		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770,000,000		1,567,306,384		△11.5%				1,981,038,866		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780,000,000		1,610,870,565		△9.5%				2,044,992,799		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1,130,000,000		997,227,209		△11.7%				1,228,776,692		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						20円42銭 エンセン						25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン						5円 エン





連結概要百万円

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				25,290		24,719		△2.3%				23,511		+5.1%

				国内婚礼 コクナイコンレイ		15,530		15,243		△1.8%				16,136		△5.5%

				ホテル		6,440		6,385		△0.8%				5,770		+10.7%

				海外 カイガイ		1,650		1,625		△1.5%				1,605		+1.3%

				ウェルネス＆リラクゼーション		1,670		1,463		△12.4%				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				8,220		8,040		△2.2%				7,624		+5.5%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				6,450		6,473		+0.4%				5,643		+14.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,770		1,567		△11.5%				1,981		△20.9%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,780		1,610		△9.5%				2,044		△21.2%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				1130		997		△11.7%				1,228		△18.8%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ				23円14銭 エンセン		20円42銭 エンセン		－				25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－				5円 エン		－





四半期グラフ

		売上高 ウリアゲダカ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		9,687		12,577		10,679		14,481

		2014年12月期 ネンガツキ		10,942		12,569		11,281		16,898

		2015年12月期 ネンガツキ		10,757		13,961

		施行件数 セコウケンスウ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		2,717		3,700		3,088		4,042

		2014年12月期 ネンガツキ		2,911		3,576		3,162		4,382

		2015年12月期 ネンガツキ		2,589		3,711

		営業利益 エイギョウリエキ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		560		2,036		764		3,494

		2014年12月期 ネンガツキ		514		1,466		545		3,879

		2015年12月期 ネンガツキ		(165)		1,732

		営業利益率 エイギョウリエキリツ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2013年12月期 ネンガツキ		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

		2014年12月期 ネンガツキ		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

		2015年12月期 ネンガツキ		-1.5%		12.4%

		※百万円切り捨てで作成 ヒャクマンエンキスサクセイ





四半期グラフ
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×連結概要円

		

						売上高(百万円) ウリアゲダカヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		9,687		12,577		10,679		14,481

						2014/12		10,942		12,569		11,281		16,898

						2015/12		10,757		13,961

						婚礼施行件数(件) コンレイセコウケンスウケン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		2,717		3,700		3,088		4,042

						2014/12		2,911		3,576		3,162		4,382

						2015/12		2,589		3,711

						営業利益(百万円) エイギョウリエキヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		560		2,036		764		3,494

						2014/12		514		1,466		545		3,879

						2015/12		-165		1,732

						営業利益率 エイギョウリエキリツ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2013/12		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

						2014/12		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

						2015/12		-1.5%		12.4%



売上高

婚礼施行件数



×連結概要百万円

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160,000,000		23,511,950,671		+1.5%		23,511,950,671		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750,000,000		16,985,951,597		+1.4%		16,985,951,597		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930,000,000		4,920,928,503		△0.2%		4,920,928,503		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,480,000,000		1,605,070,571		+8.5%		1,605,070,571		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350,000,000		7,624,703,960		+3.7%		7,624,703,960		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750,000,000		5,643,665,094		△1.8%		5,643,665,094		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600,000,000		1,981,038,866		+23.8%		1,981,038,866		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600,000,000		2,044,992,799		+27.8%		2,044,992,799		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ						1,228,776,692				1,228,776,692		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益 カブアシハンキジュンリエキ						25円17銭 エンセン				25円17銭 エンセン

		1株当たり中間配当金 カブアチュウカンハイトウキン						5円 エン				5円 エン





Sheet3

														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
第2Q計画 キダイケイカク		2015/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ		2014/12期
第2Q実績 キダイジッセキ		前年同期比
増減率 ゼンネンドウキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				23,160		23,511		+1.5%		23,511		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		16,750		16,985		+1.4%		16,985		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		4,930		4,920		△0.2%		4,920		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,480		1,605		+8.5%		1,605		+0.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				7,350		7,624		+3.7%		7,624		+0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				5,750		5,643		△1.8%		5,643		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,600		1,981		+23.8%		1,981		+0.0%

		経常利益 ケイジョウリエキ				1,600		2,044		+27.8%		2,044		+0.0%

		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				－		1,228		－		1,228		+0.0%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				6,612件		6,487件		△1.9%		6,487件		+0.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		4,689件		4,706件		+0.4%		4,706件		+0.0%

				ホテル事業 ジギョウ		389件		354件		△9.0%		354件		+0.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		1,534件		1,427件		△7.0%		1,427件		+0.0%

		1株当たり四半期純利益※ カブアシハンキジュンリエキ				－		25円17銭 エンセン		－		25円17銭 エンセン		－

		1株当たり中間配当金※ カブアチュウカンハイトウキン				5円 エン		5円 エン		－		5円 エン		－
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連結キャッシュ・フローの状況【概要】

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,452 1,955

うち税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失 △ 419 531

うち減価償却費 1,724 1,660

うち、デリバティブ評価損益および為替差損益 773 138

うち法人税等の支払額 △ 1,347 △ 1,130

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,256 △ 1,678

うち有形固定資産の取得による支出 △ 8,958 △ 1,651

うち投資有価証券の取得による支出 △ 300 △ 257

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,974 △ 238

うち長期借入れによる収入 4,200 5,943

うち長期借入金の返済による支出 △ 1,575 △ 5,995

うち社債の発行による収入 977 488

うち社債の償還による支出 △ 362 △ 412

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,218 15,360

フリー・キャッシュフロー △ 6,803 276

2016/12期
2Q

2017/12期
2Q

営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの大幅減少により
フリー・キャッシュフローが黒字転換。


連結概要円修正

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
計画 キケイカク		2014/12期
実績 キジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2013/12期
実績 キジッセキ		前期比
増減率 ゼンキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				52,650,000,000		51,691,989,204		△1.8%				47,426,614,563		+9.0%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		38,650,000,000		36,849,689,867		△4.7%				37,392,240,311		△1.5%

				ホテル事業 ジギョウ		10,750,000,000		10,635,784,828		△1.1%				7,139,435,311		+49.0%

				海外事業売上高 カイガイジギョウウリアゲダカ		3,250,000,000		3,458,746,493		+6.4%				2,894,938,941		+19.5%

				W&R		-		747,768,016		-				-		-

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				18,500,000,000		17,900,404,645		△3.2%				16,780,060,944		+6.7%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				11,250,000,000		11,493,853,689		+2.2%				9,923,960,260		+15.8%

		営業利益 エイギョウリエキ				7,250,000,000		6,406,550,956		△11.6%				6,856,100,684		△6.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ				7,250,000,000		6,708,799,066		△7.5%				7,129,809,650		△5.9%

		当期純利益 トウキジュンリエキ				4,300,000,000		4,294,549,943		△0.1%				4,236,885,437		+1.4%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				14,815件		14,031件		△5.3%				13,547件		+3.6%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		10,690件		10,187件		△4.7%				9,857件		+3.3%

				ホテル事業 ジギョウ		885件		819件		△7.5%				758件		+8.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		3,240件		3,025件		△6.6%				2,932件		+3.2%

		1株当たり純利益※ カブアジュンリエキ				88.06		87.95		△0.1%

		1株当たり配当金※ カブアハイトウキン

				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1株当たり純利益及び1株当たり配当金を算定しております。 カブアジュンリエキオヨカブアハイトウキンサンテイ





連結概要百万円修正

																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2014/12期
計画 キケイカク		2014/12期
実績 キジッセキ		計画比
増減率 ケイカクヒゾウゲンリツ				2013/12期
実績 キジッセキ		前期比
増減率 ゼンキヒゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				52,650		51,691		△1.8%				47,426		+9.0%

				国内婚礼 コクナイコンレイ		38,650		36,849		△4.7%				37,392		△1.5%

				ホテル		10,750		10,635		△1.1%				7,139		+49.0%

				海外 カイガイ		3,250		3,458		+6.4%				2,894		+19.5%

				ウェルネス&リラクゼーション		－		747		－				－		－

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				18,500		17,900		△3.2%				16,780		+6.7%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ				11,250		11,493		+2.2%				9,923		+15.8%

		営業利益 エイギョウリエキ				7,250		6,406		△11.6%				6,856		△6.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ				7,250		6,708		△7.5%				7,129		△5.9%

		当期純利益 トウキジュンリエキ				4,300		4,294		△0.1%				4,236		+1.4%

		婚礼施行件数 コンレイセコウケンスウ				14,815件		14,031件		△5.3%				13,547件		+3.6%

				国内婚礼事業 コクナイコンレイジギョウ		10,690件		10,187件		△4.7%				9,857件		+3.3%

				ホテル事業 ジギョウ		885件		819件		△7.5%				758件		+8.0%

				海外事業 カイガイジギョウ		3,240件		3,025件		△6.6%				2,932件		+3.2%

		1株当たり当期純利益※ カブアトウキジュンリエキ				88.06円 エン		87.95円 エン		－				86.62円 エン		－

		1株当たり年間配当金※ カブアネンカンハイトウキン				10円 エン		10円 エン		－				10円 エン		－

		※		平成25年7月1日付で普通株式1株を200株にする株式分割を行いました。 ヘイセイネンガツニチヅフツウカブシキカブカブカブシキブンカツオコナ

				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1株当たり純利益及び1株当たり配当金を算定しております。 カブアジュンリエキオヨカブアハイトウキンサンテイ





四半期グラフ (2)

		売上高 ウリアゲダカ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		8,769		11,600		10,031		14,093

		2013年12月期 ネンガツキ		9,687		12,577		10,679		14,481

		2014年12月期 ネンガツキ		10,942		12,569		11,281		16,898

		施行件数 セコウケンスウ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		2,462		3,395		2,981		4,030

		2013年12月期 ネンガツキ		2,717		3,700		3,088		4,042

		2014年12月期 ネンガツキ		2,911		3,576		3,162		4,382

		営業利益 エイギョウリエキ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		345		1,857		805		3,510

		2013年12月期 ネンガツキ		560		2,036		764		3,494

		2014年12月期 ネンガツキ		514		1,466		545		3,879

		営業利益率 エイギョウリエキリツ

				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

		2012年12月期 ネンガツキ		3.9%		16.0%		8.0%		24.9%

		2013年12月期 ネンガツキ		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

		2014年12月期 ネンガツキ		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%

		※百万円切り捨てで作成 ヒャクマンエンキスサクセイ





四半期グラフ (2)
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四半期表 (2)

		



2012年12月期

2013年12月期

2014年12月期

2012年12月期

2013年12月期

2014年12月期

営業利益
(百万円)

営業利益率



BS円 (2)

		

						売上高(百万円) ウリアゲダカヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		8,769		11,600		10,031		14,093

						2013/12		9,687		12,577		10,679		14,481

						2014/12		10,942		12,569		11,281		16,898

						婚礼施行件数(件) コンレイセコウケンスウケン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		2,462		3,395		2,981		4,030

						2013/12		2,717		3,700		3,088		4,042

						2014/12		2,911		3,576		3,162		4,382

						営業利益(百万円) エイギョウリエキヒャクマンエン		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		345		1,857		805		3,510

						2013/12		560		2,036		764		3,494

						2014/12		514		1,466		545		3,879

						営業利益率 エイギョウリエキリツ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ

						2012/12		3.9%		16.0%		8.0%		24.9%

						2013/12		5.8%		16.2%		7.2%		24.1%

						2014/12		4.7%		11.7%		4.8%		23.0%



売上高

婚礼施行件数



BS百万円 (2)

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
期末 キキマツ		2014/12期
期末 キキマツ		前期比増減 ゼンキヒゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				17,895,900,594		20,923,993,033		+3,028,092,439

		固定資産 コテイシサン				36,016,613,147		46,236,351,297		+10,219,738,150

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		21,460,451,374		28,109,401,277		+6,648,949,903

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		1,153,927,307		2,999,077,041		+1,845,149,734

				投資その他の資産 トウシタシサン		13,402,234,466		15,127,872,979		+1,725,638,513

		繰延資産 クリノベシサン				56,063,891		108,966,147		+52,902,256

		資産合計 シサンゴウケイ				53,968,577,632		67,269,310,477		+13,300,732,845

		流動負債 リュウドウフサイ				10,370,122,849		11,463,996,246		+1,093,873,397

		固定負債 コテイフサイ				18,929,974,695		27,094,655,156		+8,164,680,461

		負債合計 フサイゴウケイ				29,300,097,544		38,558,651,402		+9,258,553,858

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				24,668,480,088		28,710,659,075		+4,042,178,987

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				53,968,577,632		67,269,310,477		+13,300,732,845

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				45.7%		42.7%		△3.0p

		有利子負債※ ユウリシフサイ				19,273,076,900		27,149,380,996		+7,876,304,096

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				35.7%		40.4%		+4.6p





CF円 (2)

										(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
期末 キキマツ		2014/12期
期末 キキマツ		増　減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウシサン				17,895		20,923		+3,028

		固定資産 コテイシサン				36,016		46,236		+10,219

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		21,460		28,109		+6,648

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		1,153		2,999		+1,845

				投資その他の資産 トウシタシサン		13,402		15,127		+1,725

		繰延資産 クリノベシサン				56		108		+52

		資産合計 シサンゴウケイ				53,968		67,269		+13,300

		流動負債 リュウドウフサイ				10,370		11,463		+1,093

		固定負債 コテイフサイ				18,929		27,094		+8,164

		負債合計 フサイゴウケイ				29,300		38,558		+9,258

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				24,668		28,710		+4,042

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				53,968		67,269		+13,300

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				45.7%		42.7%		△3.0p

		有利子負債※ ユウリシフサイ				19,273		27,149		+7,876

		有利子負債依存度 ユウリシフサイイゾンド				35.7%		40.4%		+4.6p

		※		ゼロクーポンの転換社債型新株予約権付社債を含みます。 テンカンシャサイガタシンカブヨヤクケンツキシャサイフク





CF百万円 (2)

								(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期 キ		2013/12期 キ

		営業キャッシュ・フロー エイギョウ				6,960,830,586

				うち税金等調整前当期純利益 ゼイキントウチョウセイマエトウキジュンリエキ		6,363,576,369

				うち減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2,696,373,820

				うち法人税等の支払額 ホウジンゼイトウシハライガク		(2,644,265,434)

		投資キャッシュ・フロー トウシ				(10,780,742,035)

				うち有形固定資産の取得による支出 ユウケイコテイシサンシュトクシシュツ		(8,276,967,281)

				うち連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 シシュツ		(2,048,538,582)

				うち事業譲受契約前渡金の支出 ジギョウユズリウケケイヤクマエワタキンシシュツ		-		-

		財務キャッシュ・フロー ザイム				7,108,069,403

				うち長期借入れによる収入		7,981,000,000

				うち長期借入金の返済による支出		(2,821,856,000)

				うち社債発行による収入 シャサイハッコウシュウニュウ		2,930,855,600

				うち転換社債型新株予約権付社債発行による収入

		現金及び現金同等物期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキマツザンダカ				17,354,746,637

		フリーキャッシュ・フロー				-3,819,911,449		0





								(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2016/12期
2Q キ		2017/12期
2Q キ

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ				1,452		1,955

				うち税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失 ゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンリエキマタゼイキントウチョウセイマエシハンキジュンソンシツ		△ 419		531

				うち減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		1,724		1,660

				うち、デリバティブ評価損益および為替差損益 ヒョウカソンエキカワセサソンエキ		773		138

				うち法人税等の支払額 ホウジンゼイトウシハライガク		△ 1,347		△ 1,130

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ				△ 8,256		△ 1,678

				うち有形固定資産の取得による支出 ユウケイコテイシサンシュトクシシュツ		△ 8,958		△ 1,651

				うち投資有価証券の取得による支出 トウシユウカショウケンシュトクシシュツ		△ 300		△ 257

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ				3,974		△ 238

				うち長期借入れによる収入		4,200		5,943

				うち長期借入金の返済による支出		△ 1,575		△ 5,995

				うち社債の発行による収入 シャサイハッコウシュウニュウ		977		488

				うち社債の償還による支出 シャサイショウカンシシュツ		△ 362		△ 412

		現金及び現金同等物の四半期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツシハンキスエザンダカ				15,218		15,360

		フリー・キャッシュフロー				△ 6,803		276







事業ドメインの拡大と多様化に向けた戦略投資の推進

① 強固なビジネスモデルの構築が、安定した財政状況の源泉となる。
② 期間利益による自己資本の積み上げを着実に図り、財務体質の健全化を推進。
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財政状態・CFの推移

【財政状態】 （単位：百万円）

2005/12 2006/12 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/06

総資産 16,601 22,745 33,386 32,427 37,530 40,891 47,382 48,381 53,968 67,269 80,327 84,752 84,039

自己資本 4,023 5,703 7,594 9,490 12,546 15,832 17,825 20,815 24,668 28,710 31,807 32,618 32,330

自己資本比率 24.2% 25.1% 22.7% 29.3% 33.4% 38.7% 37.6% 43.0% 45.7% 42.7% 39.6% 38.5% 38.5%

有利子負債残高 8,260 11,524 19,050 15,862 17,071 15,773 18,332 16,647 19,273 27,149 35,409 38,351 38,403

D/Eレシオ 2.1 2.0 2.5 1.7 1.4 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.2

ネットD/Eレシオ 0.9 1.2 1.6 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 0.7 0.7
※ネットD/Eレシオ＝（有利子負債残高－現金及び現金同等物）／自己資本

【キャッシュ・フロー】
営業CF 1,901 4,364 5,331 5,389 6,287 6,272 5,190 5,223 6,022 6,960 5,686 6,559 1,955
投資CF △ 3,892 △ 7,486 △ 10,490 △ 2,055 △ 5,375 △ 3,888 △ 3,488 △ 2,409 △ 5,457 △ 10,780 △ 12,887 △ 12,352 △ 1,678
財務CF 2,056 3,108 7,359 △ 3,639 760 △ 1,690 388 △ 2,198 1,897 7,108 7,712 3,131 △ 238
現金及び現金同等物 4,443 4,425 6,625 6,164 7,825 8,473 10,532 11,205 13,758 17,354 17,863 15,380 15,360
フリーCF △ 1,990 △ 3,121 △ 5,158 3,333 911 2,383 1,701 2,813 565 △ 3,819 △ 7,201 △ 5,793 276

営業利益 1,959 3,652 4,805 6,077 6,269 7,221 6,395 6,519 6,856 6,406 5,392 3,515 753
減価償却費 708 1,270 1,830 2,018 2,031 2,310 2,538 2,521 2,653 2,696 2,763 3,349 1,660
のれん償却費 － － － 15 12 13 93 83 84 162 291 266 133
EBITDA 2,667 4,922 6,635 8,111 8,314 9,546 9,026 9,124 9,594 9,265 8,447 7,131 2,546


円単位

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		総資産 ソウシサン		12,703,837,363		16,601,329,210		22,745,310,009		33,386,122,757		32,427,732,234		37,530,813,285		40,891,827,115		47,382,324,616		48,381,769,883		53,968,577,632		67,269,310,477		80,259,000,000

		純資産 ジュンシサン		3,112,661,491		4,023,345,502		5,703,727,955		7,594,160,301		9,490,491,992		12,546,224,551		15,832,012,299		17,825,666,333		20,815,212,060		24,668,480,088		28,710,659,075		31,734,000,000

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		24.5%		24.2%		25.1%		22.7%		29.3%		33.4%		38.7%		37.6%		43.0%		45.7%		42.7%		39.5%

		有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ		6,101,120,600		8,260,770,500		11,524,664,330		19,050,407,750		15,862,464,000		17,071,550,000		15,773,150,000		18,332,937,267		16,647,303,742		19,273,076,900		27,149,380,996

		D/Eレシオ		1.96010		2.05321		2.02055		2.50856		1.67141		1.36069		0.99628		1.02846		0.79977		0.78128		0.94562		0.00000

		ネットD/Eレシオ		0.5722317332		0.9488999782		1.2446970552		1.6360496879		1.0219088028		0.7369573245		0.4610764836		0.4376001659		0.2614245338		0.2235333869		0.3411497567		0

		営業CF エイギョウ		2,022,308,525		1,901,740,446		4,364,620,409		5,331,789,292		5,389,201,429		6,287,414,723		6,272,238,691		5,190,203,115		5,223,033,605		6,022,817,774		6,960,830,586

		投資CF トウシ		(1,959,091,890)		(3,892,641,383)		(7,486,283,468)		(10,490,711,397)		(2,055,477,977)		(5,375,556,217)		(3,888,803,601)		(3,488,313,577)		(2,409,197,222)		(5,457,241,516)		(10,780,742,035)

		財務CF ザイム		1,576,626,940		2,056,232,000		3,108,916,830		7,359,329,600		(3,639,055,730)		760,559,750		(1,690,625,050)		388,647,526		(2,198,748,790)		1,897,902,244		7,108,069,403

		現預金残高 ゲンヨキン ザンダカ		4,319,956,920		4,443,018,041		4,425,250,941		6,625,984,160		6,164,046,690		7,825,517,923		8,473,381,442		10,532,422,722		11,205,696,634		13,758,847,996		17,354,746,637

		フリーCF		63,216,635		(1,990,900,937)		(3,121,663,059)		(5,158,922,105)		3,333,723,452		911,858,506		2,383,435,090		1,701,889,538		2,813,836,383		565,576,258		(3,819,911,449)		0



		営業利益 エイギョウ リエキ		2,063,533,247		1,959,038,213		3,652,334,605		4,805,898,687		6,077,148,431		6,269,559,070		7,221,801,954		6,395,286,245		6,519,070,426		6,856,100,684		6,406,550,956

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		626,224,050		708,732,333		1,270,650,894		1,830,341,845		2,018,812,536		2,031,757,643		2,310,830,671		2,538,421,027		2,521,786,666		2,653,617,871		2,696,373,819

		のれん償却費 ショウキャク ヒ		0		0		0		15,131,014		15,178,298		12,908,646		13,759,766		93,116,332		83,767,381		84,597,634		162,761,507

		EBITDA		2,689,757,297		2,667,770,546		4,922,985,499		6,651,371,546		8,111,139,265		8,314,225,359		9,546,392,391		9,026,823,604		9,124,624,473		9,594,316,189		9,265,686,282		0



















百万円単位

		【財政状態】 ザイセイ ジョウタイ																												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2005/12		2006/12		2007/12		2008/12		2009/12		2010/12		2011/12		2012/12		2013/12		2014/12		2015/12		2016/12				2017/06

		総資産 ソウシサン		16,601		22,745		33,386		32,427		37,530		40,891		47,382		48,381		53,968		67,269		80,327		84,752				84,039

		自己資本 ジコ シホン		4,023		5,703		7,594		9,490		12,546		15,832		17,825		20,815		24,668		28,710		31,807		32,618				32,330

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		24.2%		25.1%		22.7%		29.3%		33.4%		38.7%		37.6%		43.0%		45.7%		42.7%		39.6%		38.5%				38.5%

		有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ		8,260		11,524		19,050		15,862		17,071		15,773		18,332		16,647		19,273		27,149		35,409		38,351				38,403

		D/Eレシオ		2.1		2.0		2.5		1.7		1.4		1.0		1.0		0.8		0.8		0.9		1.1		1.2				1.2

		ネットD/Eレシオ		0.9		1.2		1.6		1.0		0.7		0.5		0.4		0.3		0.2		0.3		0.6		0.7				0.7

		※ネットD/Eレシオ＝（有利子負債残高－現金及び現金同等物）／自己資本 ユウ リシ フサイ ザンダカ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ジコ シホン



		【キャッシュ・フロー】

		営業CF エイギョウ		1,901		4,364		5,331		5,389		6,287		6,272		5,190		5,223		6,022		6,960		5,686		6,559				1,955

		投資CF トウシ		△ 3,892		△ 7,486		△ 10,490		△ 2,055		△ 5,375		△ 3,888		△ 3,488		△ 2,409		△ 5,457		△ 10,780		△ 12,887		△ 12,352				△ 1,678

		財務CF ザイム		2,056		3,108		7,359		△ 3,639		760		△ 1,690		388		△ 2,198		1,897		7,108		7,712		3,131				△ 238

		現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		4,443		4,425		6,625		6,164		7,825		8,473		10,532		11,205		13,758		17,354		17,863		15,380				15,360

		フリーCF		△ 1,990		△ 3,121		△ 5,158		3,333		911		2,383		1,701		2,813		565		△ 3,819		△ 7,201		△ 5,793				276



		営業利益 エイギョウ リエキ		1,959		3,652		4,805		6,077		6,269		7,221		6,395		6,519		6,856		6,406		5,392		3,515				753

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		708		1,270		1,830		2,018		2,031		2,310		2,538		2,521		2,653		2,696		2,763		3,349				1,660

		のれん償却費 ショウキャク ヒ		－		－		－		15		12		13		93		83		84		162		291		266				133

		EBITDA		2,667		4,922		6,635		8,111		8,314		9,546		9,026		9,124		9,594		9,265		8,447		7,131				2,546
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事業ポートフォリオ戦略

海外を視野に入れた事業成長の加速化
有利子負債残高の推移

（百万円）

8,260

11,524

19,050

15,862 17,071
15,773

18,332
16,647

19,273

27,149

35,409
38,351

2005/12 2006/12 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/6
国内婚礼店舗数 7 12 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18

ゲストハウス数 22 33 38 40 43 50 54 54 54 54 54 54 54

開業店舗 星ヶ丘・
新浦安

大宮・青山・
市ヶ谷・
心斎橋・
丸の内

鴨川・千葉 赤坂・お台場 名古屋港 伊勢山 (大宮璃宮) 大宮温浴 沖縄

ホテル 名古屋八事 竹芝運営権
取得

品川経営権取得
･名古屋着工

西新宿PJ
始動・名古屋

竣工

事業用地 伊勢山取得 神宮前取得 ハワイ（土地）
取得

M&A
FAJA買収
(現BEST 
HERBS)

38,403



2017年12月期 業績予想



連結業績予想 持続的な企業価値向上を目指す
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(単位：百万円）

増減 増減率

売上高 55,365 60,600 +5,235 +9.5%

婚礼事業 34,783 38,386 +3,603 +10.4%

ホテル事業 17,568 18,386 +818 +4.7%

W&R事業 3,013 3,828 +815 +27.0%

営業利益 3,515 4,300 +785 +22.3%

営業利益率 6.3% 7.1% +0.8p

経常利益 3,598 4,500 +902 +25.0%

経常利益率 6.5% 7.4% +0.9p

親会社株主に帰属する当期純利益 1,951 2,800 +849 +43.4%

当期純利益率 3.5% 4.6% +1.1p

前期比2016/12期
実績

2017/12期
予想

婚礼事業
・ザ ストリングス表参道 10月1日開業
・婚礼組単価の引き上げ（高単価商品の開発・投入）
・集客力の強化（自社HP、WEB戦略の強化・拡充）
・業務効率化の推進（働き方改革の実践）

ホテル事業
・新しい価値を創造し、顧客満足を高めるための積極投資の実施
・インバウンドの積極的な取り込みと婚礼部門を更に強化し、収益性向上を図る
・ＭＩＣＥ、レストランの更なる売上げ強化

Ｗ＆Ｒ事業
・Queensway事業をリフレクソロジーだけではない、《トータルリラクゼーション》 への変革を推進し、収益性の回復を図る～【収益機会の拡大】
・温浴事業（大宮）の抜本的な立て直し～【会員制の強化】
・フィットネス事業への進出～【BEST STYLE FITNESS 出店】


業績予想円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2012/12期
実績 キジッセキ		2013/12期
計画 キケイカク		前　期　比 マエキヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				47,426,614,563		52,700,000,000		+5,273,385,437		+11.1%

		営業利益 エイギョウリエキ				6,856,100,684		7,250,000,000		+393,899,316		+5.7%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		14.5%		13.8%		△0.7p

		経常利益 ケイジョウリエキ				7,129,809,650		7,250,000,000		+120,190,350		+1.7%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		15.0%		13.8%		△1.3p

		当期純利益 トウキジュンリエキ				3,270,152,855		4,300,000,000		+1,029,847,145		+31.5%

				当期純利益率 トウキジュンリエキリツ		6.9%		8.2%		+1.3p

		連結EPS レンケツ				66円79銭 エンセン		87円83銭 エンセン		21.034460		+31.5%

		1株当たり年間配当金 カブアネンカンハイトウキン				2,000円 エン

						66.7923377247		87.8267973856





業績予想百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2013/12期
実績 キジッセキ		204/12期
計画 キケイカク		前　期　比 マエキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				47,426		52,700		+5,273		+11.1%

		営業利益 エイギョウリエキ				6,856		7,200		+393		+5.7%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		14.5%		13.8%		△0.7p

		経常利益 ケイジョウリエキ				7,129		7,200		+120		+1.7%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		15.0%		13.8%		△1.3p

		当期純利益 トウキジュンリエキ				3,270		4,300		+1,029		+31.5%

				当期純利益率 トウキジュンリエキリツ		6.9%		8.2%		+1.3p

		1株当たり当期純利益※1 カブアトウキジュンリエキ				66円79銭 エンセン		87円83銭 エンセン		21円3銭 エンセン		+31.5%

		1株当たり年間配当金※2 カブアネンカンハイトウキン				2,000円		ー





業績予想売上円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2015/12期
実績 キジッセキ		2016/12期
計画 キケイカク		前　期　比 マエキヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				53,810		0		△53,810		△100.0%

				婚礼 コンレイ		36,910				△36,910		△100.0%

				ホテル		13,945				△13,945		△100.0%

				W&R事業売上 ジギョウウリアゲ		2,954				△2,954		△100.0%

				海外 カイガイ						+0		+0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				5,450				△5,450		△100.0%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		10.1%		0.0%		+0.0p

		経常利益 ケイジョウリエキ				5,487				△5,487		△100.0%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		10.2%		0.0%		+0.0p

		当期純利益 トウキジュンリエキ				5,366				△5,366		△100.0%

				当期純利益率 トウキジュンリエキリツ		10.0%		0.0%		+0.0p





業績予想売上百万円

												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						2016/12期
実績 キジッセキ		2017/12期
予想 キヨソウ		前期比 ゼンキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				55,365		60,600		+5,235		+9.5%

				婚礼事業 コンレイジギョウ		34,783		38,386		+3,603		+10.4%

				ホテル事業 ジギョウ		17,568		18,386		+818		+4.7%

				W&R事業 ジギョウ		3,013		3,828		+815		+27.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				3,515		4,300		+785		+22.3%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		6.3%		7.1%		+0.8p

		経常利益 ケイジョウリエキ				3,598		4,500		+902		+25.0%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		6.5%		7.4%		+0.9p

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				1,951		2,800		+849		+43.4%

				当期純利益率 トウキジュンリエキリツ		3.5%		4.6%		+1.1p





kobetsu

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2011/12期
実績 キジッセキ		2012/12期
計画 キケイカク		前　期　比 マエキヒ

										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				37,826,519,908		40,000,000,000		+2,173,480,092		+5.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				4,721,892,087		5,400,000,000		+678,107,913		+14.4%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		12.5%		13.5%		+1.0p

		経常利益 ケイジョウリエキ				6,026,039,320		5,350,000,000		△676,039,320		△11.2%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		15.9%		13.4%		△2.6p

		当期純利益 トウキジュンリエキ				3,763,600,145		3,100,000,000		△663,600,145		△17.6%

				当期純利益率 トウキジュンリエキリツ		9.9%		7.8%		△2.2p

						15374.1835988562		12663.3986928105





kobetsu百万円

												(単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						2012/12期
実績 キジッセキ		2013/12期
計画 キケイカク		前　期　比 マエキヒ

										増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ				37,826		40,000		+2,173		+5.7%

		営業利益 エイギョウリエキ				4,721		5,400		+678		+14.4%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		12.5%		13.5%		+1.0p

		経常利益 ケイジョウリエキ				6,026		5,350		△676		△11.2%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		15.9%		13.4%		△2.6p

		当期純利益 トウキジュンリエキ				3,763		3,100		△663		△17.6%

				当期純利益率 トウキジュンリエキリツ		9.9%		7.8%		△2.2p







今後の事業戦略



今後の事業戦略 コア事業を中心に成長を加速～強い「個」が集結した強靭なグループへ
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新しいカテゴリーの創造 ～ より高単価なプレミアムウエディングの開発
将来の環境変化に備え、海外も視野に入れた強固な事業基盤を築く

重
点
戦
略

国内ゲストハウス挙式
楽婚・家族挙式

婚礼事業
1995年～

1
ホテル事業

2011年～

2
ウェルネス ＆

リラクゼーション事業
2014年～

3

Queensway
竹芝 品川 名古屋

西新宿 ハワイ

１．既存事業を徹底して強化することで、収益基盤の再強化を図る
２．婚礼・ホテル事業における新たな成長基盤の確立

→ 表参道（婚礼事業）、西新宿（ホテル事業）、ハワイ（ホテル事業）
→ 中間層・富裕層の増加著しいASEAN諸国もターゲット（婚礼・ホテル事業）

３．人材活用の強化【グローバル化が加速する経済環境でも戦い抜ける強い人材の育成】
→ グループ全体をとおしての最適人材の登用、グループ内人材登用のグローバル化、働き方改革、個々人の能力強化

海外挙式
（ハワイ、バリ、シンガポール）

SPA HERBS

BEST STYLE FITNESS国内リゾート挙式（沖縄）
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今後の事業戦略 中長期的成長戦略 ～ ホテル事業の強化・拡充
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今後の事業戦略 ザ ストリングス表参道 ～ 新業態の大型店①

表参道交差点至近、駅直結の好立地に、都内における旗艦店を開業
・ 運営主体は100%子会社株式会社ベストホスピタリティーネットワーク（ホテルインターコンチネンタル東京ベイ運営会社）
・ ホテルと同質の高クオリティサービスの提供。２つのチャペルと５つの大型バンケット
・ 大型化による差別化、高単価挙式の実現 ⇒ 表参道カフェ、レストラン併設 ・宴会、会議等法人需要の積極的な取り込み
・ 提供サービスの多様化、高付加価値化

所 在 地

規 模
収容人数

東京都港区北青山3-6-8
表参道駅B5出口直結
延床2,000 坪
２チャペル ５バンケット １レストラン １カフェ
最大250名、立食400名

ザ ストリングス表参道 2017年10月1日開業



今後の事業戦略 ザ ストリングス表参道 ～ 新業態の大型店②

ザ ストリングス表参道 2017年10月1日開業

20
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今後の事業戦略 婚礼再生事業の強化

アートグレイス ネクスト アシヤ 2018年3月開業
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今後の事業戦略 婚礼事業（海外）の強化 「ハワイガーデンウェディング」

海外リゾート挙式における新しい価値の創造
・これまでにない全く新しい「ハワイガーデンウェディング」の積極推進
・ホノルルコミュニティ教会、セントラルユニオン大聖堂コートヤードを新たに加え、これからのハワイウェディングの主力商品として
マーケットの牽引を図る

ホノルルコミュニティ教会

パラダイスガーデン・クリスタルチャペル プルメリアチャペル

イリスオーシャンフロント・ガーデンヴィラ ダイヤモンドヘッド・ホワイトビーチチャペル

セントラルユニオン大聖堂コートヤード
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今後の事業戦略 婚礼事業（家族挙式）の強化・拡充

家族挙式事業の積極展開
・ゲストハウス、ホテル、神社、海外、リゾート等さまざまなシーンで高付加価値なサービスを提供
・海外での挙式とあわせて帰国後パーティーの積極推進

ゲストハウス

家族挙式

帰国後パーティ

リゾート

海 外神 社

ホテル
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家族挙式営業拠点の全国展開加速
・家族挙式営業拠点の全国展開加速
首都圏エリア（11）、東北エリア（2）、東海エリア（３）、関西エリア（３）、広島エリア（２）、九州エリア（４）→ 合計25拠点

・全国の営業拠点網を積極活用し、エージェント営業を強化・拡充し海外ウェディングの受注増を図る
・今後、更に広いエリアへの展開を強化

竹芝店 2012年9月

新宿店 1999年5月

東京店 2001年3月

横浜店 2001年3月

仙台店 2003年1月名古屋栄店 2001年10月

大阪梅田店 2000年10月

広島店 2015年10月 博多店 2016年8月

今後の事業戦略 婚礼事業（家族挙式）の強化・拡充
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今後の事業戦略 新しいフォト事業の開発強化①

スタジオファミリア事業の強化加速
１. 大宮 ２. 竹芝 ３. 広島 ４. 福岡
・ゲストハウスプレミアムフォトプラン
・インバウンド（中国）向け販売
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今後の事業戦略 新しいフォト事業の開発強化②

フォトプラ事業の開始
国内外リゾートの人気チャペル、スタジオ、有名ロケーションでの結婚写真（和装前撮り・洋装ロケーション）を撮影できる
フォトウェディングサービスの開始

Photo GrapherPlanner Dress Stylist Hair and Makeup
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今後の事業戦略 婚礼事業の強化 「リゾート挙式戦略」

・ シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（沖縄恩納村）の敷地内に、独立型チャペルとバンケットを建設
・ 新たなウエディングリゾート「アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄」がグランドオープン
・ 独立型チャペルの目の前には環境省から最高ランクの「ＡＡ」と称される400mのプライベートビーチが広がる

「アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄」をオープン（2017年3月開業）

所在地

収容人数
バージンロードの長さ
バージンロードの色
挙式の音楽

：沖縄県国頭郡恩納村字冨着66-1
（空港から車で70分 リムジンバスあり）
：60名
：15メートル
：白・大理石使用
：電子オルガン 聖歌隊

【チャペル情報】

家族挙式「国内」「海外」に新たに「リゾート」（沖縄）を加え、更に積極的な展開を図る
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今後の事業戦略 婚礼外販事業の強化

2017年8月よりインターコンチネンタルホテル大阪における
衣裳・美容・写真・映像事業の運営受託の開始
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今後の事業戦略 海外婚礼事業の強化 アジアマーケット戦略①

第2弾 ノンジャパニーズへの挙式婚礼販売強化
グローバル戦略の一環として、アジアのブライダルマーケットにおける販売の強化を図るため、
バリ島における自社施設内に大型宴会場（150名収容可能）を増設
・2017年4月開業

Tirtha Uluwatu ティルタ・ウルワツ（自社所有施設）
敷地内に150名の宴会場を増設

第1弾 シンガポールにおけるレストラン運営開始
婚礼事業への拡大も視野に入れ、アジアマーケットの開拓を強化
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今後の事業戦略 海外婚礼事業の強化 アジアマーケット戦略②

ヴィラ全景

ダイニング

マスターベッドルーム

ステージ

「ヴィラウエディング」販売開始
・１棟1日貸切の「グラスヴィラ」を新たに開発
・贅沢な時間と空間、ハイクオリティなサービスを提供し、旺盛なノンジャパニーズ挙式需要に対応
・売上高の80％をノンジャパニーズへの販売を目指す⇒世界のお客様への販売積極化
・2016 年12月開業

海外の大型婚礼のニーズにこたえるゲストハウスの開発

グラスヴィラ

第3弾 ノンジャパニーズへの挙式婚礼販売強化

プールテラス リビング
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今後の事業戦略 ウェルネス＆リラクゼーション事業の強化・拡充

豊富なスタジオプログラム（175本/1週間あたり）で心と身体をリセット＆チャージ
ライフスタイルの”BEST”をサポート

所 在 地 千葉県浦安市日ノ出5-7-1
ＪＲ新浦安駅よりバス10分
「ベイサイドホテルエリア」下車徒歩5分

新浦安駅

トレーニングパーク

フォレストエリア アクティビティタウン

マリンパーク

バイクエクササイズコラーゲンスタジオフロント

第2弾 新浦安に 「BEST STYLE FITNESS」 2017年9月1日 開業

第1弾 大宮 「美楽温泉SPA－HERBS」 内に 「BEST STYLE FITNESS 」 エリア新設 2017年１月



2019年12月期 竣工・開業予定

プロジェクト概要
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世界が注目するインバウンド最大の需要地である「新宿」へ進出

今後の事業戦略 西新宿ホテルプロジェクト始動

住 所
ホ テ ル 名
高 さ
延 床 面 積
主 な 施 設

東京都新宿区西新宿3丁目（60年借地）
ストリングスホテル 新宿（仮称）
約80ｍ
3,600坪程度
宿泊施設（180室予定）
ロビー・ラウンジ
オールデイダイニング
レストラン
チャペル
バンケット



ご参考資料



ホテル（4ホテル 1８バンケット 5チャペル） 家族挙式
・ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（浜松町）

(6バンケット 1チャペル)
・ニューヨークラウンジ
・ラ・プロヴァンス
・鉄板焼「匠」
・ジリオン
・シェフズ ライブ キッチン
・レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタン
・スカイビューラウンジ

・ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（品川）
(1バンケット 1チャペル)
・ザ・ダイニング ルーム
・チャイナシャドー

・サー ウィンストン ホテル（名古屋八事）
(4バンケット 1チャペル)
・鉄板焼 YAGOTO－TEI
・ヘルシーライブ懐石「彩」
・ヴィラ スカラ マンジャーレ
・カフェ＆ブッフェ W café

・ストリングスホテル名古屋（名古屋）
(7バンケット 2チャペル)
・ニューヨークラウンジ
・鉄板焼「匠」
・ジリオン
・シェフズ ライブ キッチン
・グラマシースイート

・オーシャンビューチャペル・トーキョーベイ（浜松町）
・セントファミリアチャペル（広島）
・セントアクアチャペル（梅田）
・セントファミリアチャペル(博多）
・アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄（沖縄）

・四季庭（大宮）
・VINO BUONO（青山）
・マンジャーレ（伊勢山・お台場・千葉・新浦安・横浜・大宮）
・ジャパニーズ・フレンチレストラン LEWIN TERRACE（シンガポール）

レストラン
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国内婚礼・ホテル・レストラン事業 店舗展開の状況

仙台 ：A.R.E.仙台アートグレイス・ウエディングフォレスト(3)

横浜 ：アートグレイス・ポートサイドヴィラ(4)
伊勢山 ：伊勢山ヒルズ(7)

大宮 ：アートグレイス ウエディングシャトー(4)
大宮璃宮(4)

京都 ：アートグレイス ウエディングヒルズ(3)

千葉 ：セントグレース ヴィラ(2)
新浦安 ：アートグレイス・ウエディングコースト(5)

星ヶ丘 ：星ヶ丘・アートグレイスクラブ(2)
名古屋丸の内：アプローズスクエア名古屋(1)
名古屋港 ：セントグレース大聖堂(3)

日本橋 ：アフロディテ(1)
白金 ：アートグレイスクラブ(2)
青山 ：セントグレース大聖堂(3)
市ヶ谷 ：アプローズスクエアTOKYO(1)
赤坂 ：アプローズスクエア迎賓館(1)
お台場 ：パラッツォ エ マーレ(1)

大阪 ：アートグレイス・ウエディングコースト(5)
心斎橋 ：セントグレース ヴィラ(2)

ゲストハウス（18店舗 54ゲストハウス）

※ （ ）内はゲストハウス数



HAWAII

・ティルタ・ウルワツ
・グラスヴィラ

・パラダイスガーデン・クリスタルチャペル
・ダイヤモンドヘッド・ホワイトビーチチャペル
・プルメリアガーデンチャペル
・イリスオーシャンフロント・ガーデンヴィラ

BALI

アメリカ・ハワイに4施設、インドネシア・バリに2施設、沖縄に1施設
シンガポールにウェディングレストランを1施設、合計8施設を展開

SINGAPORE
・ルーイン テラス
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婚礼事業 グローバル展開

沖縄

アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄
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W&R事業 店舗展開の状況

埼 玉：クイーンズウェイ 大宮そごう専門店街
クイーンズウェイ SPA-HERBS大宮
クイーンズウェイ 浦和コルソ

神奈川：クイーンズウェイ クィーンズ伊勢丹横浜店
クイーンズウェイ 横浜地下街ポルタ
クイーンズウェイ 川崎アゼリア
クイーンズウェイ ウィング丸井川崎
クイーンズウェイ ららテラス 武蔵小杉
クイーンズウェイ ラスカ平塚
クイーンズウェイ ラスカ小田原

北海道：クイーンズウェイ 札幌APIA
スパクイーンズウェイ 札幌APIA

（札幌校）

京 都：クイーンズウェイ 京都駅地下街ポルタ
クイーンズウェイ 高島屋京都

千 葉：クイーンズウェイ シャポー市川
クイーンズウェイ セブンパークアリオ柏
クイーンズウェイ 柏マルイ

愛 知：クイーンズウェイ 名古屋地下街ユニモール
クイーンズウェイ 名古屋地下街サンロード

（名古屋校）

東 京：クイーンズウェイスクエア 銀座並木通り
クイーンズウェイ 銀座八丁目
スパクイーンズウェイ 八重洲地下街
クイーンズウェイ 麻布十番
スパクイーンズウェイ 浜松町
クイーンズウェイ 新宿京王百貨店
スパクイーンズウェイ 新宿京王モール アネックス
クイーンズウェイ アトレ目黒
スパクイーンズウェイ アトレ大森
スパクイーンズウェイ 渋谷道玄坂
クイーンズウェイ 池袋東武
クイーンズウェイ 池袋西口地下街
クイーンズウェイビーンズ赤羽
クイーンズウェイ 立川
クイーンズウェイ アトレ吉祥寺
クイーンズウェイ 東急百貨店たまプラーザ
クイーンズウェイ 北千住丸井
Q’s for-rest有楽町マルイ
BEST STYLE PERSONAL有楽町
Qtto吉祥寺パルコ
Qtto八重洲地下街
I am candy麻布十番

（東京本校：市ヶ谷）

サロン51店舗・スクール5校

静 岡：クイーンズウェイ 静岡パルシェ
クイーンズウェイ 静岡パルコ

大 阪：クイーンズウェイ ハービスエント
クイーンズウェイ 大阪ディアモール
クイーンズウェイ 梅田阪急三番街
クイーンズウェイ 京阪モール
クイーンズウェイ 大阪空港
（大阪校）

NEW

35,409

福 岡：クイーンズウェイ アミュエスト博多店
クイーンズウェイ ノース天神
クイーンズウェイ 福岡三越

（福岡校）

NEW

NEW

NEW

※NEW表記につきましては、2017年1月～6月の上半期に開業した店舗であります。



会社概要

会 社 名
英 文 名
設 立
本 社
代 表 者
資 本 金
従 業 員 数
発行済株式の総数
株 主 数
連 結 子 会 社
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株式会社ツカダ・グローバルホールディング
TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc.
1995年10月
東京都渋谷区東三丁目11番10号
代表取締役社長 塚田 正之
472百万円
連結 2,095名
48,960,000株（単元株数100株）
15,099名
㈱ベストブライダル
㈱ベストプランニング
㈱アクア・グラツィエ
㈱ベストホスピタリティーネットワーク
㈱ベストグローバル
㈱BEST HERBS
㈱RAJA
Best Bridal Hawaii,Inc.（米国法人）
PT.Tirtha Bridal（インドネシア法人）
Best Bridal Korea Inc.（韓国法人）
Ecpark Pte.Ltd. （シンガポール法人）
BEST HOSPITALITY LLC（米国法人）
Best Resort LLC （米国法人）
BT KALAKAUA, LLC （米国法人）
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