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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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2四半期 20,369 9.1 2,203 17.1 2,204 19.0 999 81.4
23年12月期第2四半期 18,673 8.7 1,882 △30.2 1,852 △27.1 551 △59.7

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 1,009百万円 （59.7％） 23年12月期第2四半期 631百万円 （―％）

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2四半期 4,084.01 ―
23年12月期第2四半期 2,251.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 45,875 18,590 40.5
23年12月期 47,382 17,825 37.6
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  18,590百万円 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2Q 244,800 株 23年12月期 244,800 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q ― 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2Q 244,800 株 23年12月期2Q 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２四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、欧州の債務危機や長期化する円高による輸出環境の悪化、電力供給の制約及び長期にわ

たりデフレ基調の経済環境が継続していること等により、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２四半期連結累計期間の売上高は20,369百万円（前年同四半期比9.1％増）となりました。利益に

つきましては、営業利益2,203百万円（同17.1％増）、経常利益2,204百万円（同19.0％増）、四半期純利益999百万

円（同81.4％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２四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19,011百万円（前年同四半期比9.4％増）、セグメント利益は2,858百万円

（同20.9％増）となりました。  

  ② 海外事業  

当第２四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1,358百万円（前年同四半期比4.6％増）、セグメント利益は106百万円

（同83.3％増）となりました。   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四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1,506百万円減少して、45,875百万

円となりました。これは主に、現金及び預金が1,130百万円減少したことによるものであります。 

当第２四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2,271百万円減少して、27,285百万円

となりました。これは主に、借入金及び社債の純減額1,093百万円、未払法人税等が1,228百万円減少したことに

よるものであります。 

当第２四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764百万円増加して、18,590百万円

となりました。これは主に、利益剰余金の配当が244百万円、四半期純利益を999百万円計上したことによるもの

であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ1,130百万円減少し、9,401百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は900百万円（前年同四半期比762.8％増）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益2,202百万円、減価償却費1,194百万円に対して、法人税等の支払額2,449百万円によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は703百万円（前年同四半期比71.7％減）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出983百万円、投資有価証券の売却による収入317百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は1,323百万円（前年同四半期は2,469百万円の獲得）となりました。これは主

に、借入金及び社債の純減額1,073百万円、配当金の支払額244百万円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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,640 9,510

売掛金 273 309

商品 47 40

原材料及び貯蔵品 312 298

その他 1,090 1,263

貸倒引当金 △32 △40

流動資産合計 12,332 11,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,867 16,396

土地 4,560 4,752

その他（純額） 930 1,067

有形固定資産合計 22,358 22,216

無形固定資産   

のれん 1,124 1,082

その他 245 234

無形固定資産合計 1,370 1,317

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,705 5,750

その他 5,572 5,172

投資その他の資産合計 11,278 10,922

固定資産合計 35,007 34,456

繰延資産 42 37

資産合計 47,382 45,875
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,966 1,941

1年内返済予定の長期借入金 3,408 3,338

1年内償還予定の社債 640 636

未払法人税等 2,226 998

前受金 1,288 1,331

賃貸借契約解約損失引当金 52 52

その他 2,304 2,129

流動負債合計 11,886 10,426

固定負債   

社債 2,202 1,886

長期借入金 12,049 11,345

退職給付引当金 218 230

役員退職慰労引当金 374 574

賃貸借契約解約損失引当金 152 126

資産除去債務 1,048 1,071

その他 1,623 1,623

固定負債合計 17,669 16,858

負債合計 29,556 27,285

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 17,704

株主資本合計 18,056 18,811

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △31 △13

繰延ヘッジ損益 △8 △9

為替換算調整勘定 △190 △198

その他の包括利益累計額合計 △230 △220

純資産合計 17,825 18,590

負債純資産合計 47,382 45,875
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 18,673 20,369

売上原価 12,989 13,651

売上総利益 5,683 6,717

販売費及び一般管理費 3,801 4,514

営業利益 1,882 2,203

営業外収益   

受取利息 20 27

匿名組合投資利益 58 44

為替差益 － 34

保険解約返戻金 － 49

持分法による投資利益 13 －

その他 86 30

営業外収益合計 179 186

営業外費用   

支払利息 171 159

持分法による投資損失 － 4

為替差損 8 －

その他 29 22

営業外費用合計 209 185

経常利益 1,852 2,204

特別利益   

固定資産売却益 － 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 62 0

特別損失   

固定資産除却損 7 2

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 550 2

税金等調整前四半期純利益 1,364 2,202

法人税等 813 1,202

少数株主損益調整前四半期純利益 551 999

四半期純利益 551 999
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 551 999

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6 18

繰延ヘッジ損益 54 △0

為替換算調整勘定 14 △10

持分法適用会社に対する持分相当額 5 2

その他の包括利益合計 80 9

四半期包括利益 631 1,009

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 631 1,009

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,364 2,202

減価償却費 1,213 1,194

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 446 －

のれん償却額 40 42

社債発行費償却 3 4

固定資産除却損 7 2

段階取得に係る差損益（△は益） 96 －

事業譲渡損益（△は益） △47 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 200

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） △26 △26

受取利息及び受取配当金 △28 △28

支払利息 171 159

為替差損益（△は益） △19 △40

持分法による投資損益（△は益） △13 4

匿名組合投資損益（△は益） △58 △44

売上債権の増減額（△は増加） 44 △36

たな卸資産の増減額（△は増加） 124 20

仕入債務の増減額（△は減少） △158 △25

前受金の増減額（△は減少） 823 43

その他の負債の増減額（△は減少） △1,782 △16

その他 284 △186

小計 2,491 3,488

利息及び配当金の受取額 24 24

利息の支払額 △171 △162

法人税等の支払額 △2,239 △2,449

営業活動によるキャッシュ・フロー 104 900

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,777 △983

無形固定資産の取得による支出 △37 △41

投資有価証券の売却による収入 105 317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

292 －

貸付けによる支出 △54 △85

貸付金の回収による収入 48 160

敷金及び保証金の差入による支出 △146 △125

敷金及び保証金の回収による収入 64 45

その他 17 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,487 △703
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △484 －

長期借入れによる収入 3,620 1,000

長期借入金の返済による支出 △2,033 △1,753

社債の発行による収入 1,963 －

社債の償還による支出 △178 △320

配当金の支払額 △413 △244

その他 △5 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,469 △1,323

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91 △1,130

現金及び現金同等物の期首残高 8,473 10,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,565 9,401
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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２四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年６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△540百万円には、セグメント間取引消去8百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△548百万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２四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年６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△761百万円には、セグメント間取引消去7百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△769百万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。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  17,375  1,297  18,673  －  18,673

セグメント間の内部売上高又は振替高  2  7  10  △10  －

計  17,378  1,305  18,683  △10  18,673

セグメント利益  2,364  58  2,422  △540  1,882

              （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  19,011  1,358  20,369  －  20,369

セグメント間の内部売上高又は振替高  3  0  3  △3  －

計  19,014  1,358  20,373  △3  20,369

セグメント利益  2,858  106  2,964  △761  2,203
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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２四半期連結累計期間

（自 平成23年１月１日 

至 平成23年６月30日） 

 当第２四半期連結累計期間

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年６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  3,797  4,317    8,478

 海外事業    1,340    1,393    2,768

 合計    5,137    5,710    11,246

 期別 

 前第２四半期連結累計期間

（自 平成23年１月１日 

至 平成23年６月30日） 

 当第２四半期連結累計期間

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年６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    4,587    6,134    5,785    6,930    8,596    5,462

 海外事業    1,577    1,629    1,666    1,727    2,830    1,454

 合計    6,164    7,763    7,451    8,657    11,426    6,916

 期別 

 前第２四半期連結累計期間

（自 平成23年１月１日 

至 平成23年６月30日） 

 当第２四半期連結累計期間

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年６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  17,375  19,011  38,986

 海外事業    1,297    1,358  2,755

 合計    18,673    20,369    41,741
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