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Ⅰ－１　連結中間決算の概要Ⅰ－１　連結中間決算の概要Ⅰ－１　連結中間決算の概要Ⅰ－１　連結中間決算の概要
(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）

03.3期中間03.3期中間03.3期中間03.3期中間 02.3期中間02.3期中間02.3期中間02.3期中間 増（減）増（減）増（減）増（減） 増減率増減率増減率増減率

売売売売 上上上上 高高高高 9,2739 ,2739 ,2739 ,273                                    9 ,5019,5019,5019,501                                    (228)(228)(228)(228) 97 .6%97 .6%97 .6%97 .6%

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 5,2155,2155,2155,215                                    5 ,3415,3415,3415,341                                    (126)(126)(126)(126) 97 .6%97 .6%97 .6%97 .6%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 524524524524                                            492492492492                                                31313131 106.5%106.5%106.5%106.5%

営営営営 業業業業 外外外外 収収収収 益益益益 49494949                                                    66666666                                                    (17)(17)(17)(17) 74 .2%74 .2%74 .2%74 .2%

営営営営 業業業業 外外外外 費費費費 用用用用 118118118118                                            75757575                                                    42424242 155.7%155.7%155.7%155.7%

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 455455455455                                            482482482482                                                (27)(27)(27)(27) 94 .3%94 .3%94 .3%94 .3%

特特特特 別別別別 利利利利 益益益益 19191919                                                    ----                                                            19191919 ----

特特特特 別別別別 損損損損 失失失失
170170170170                                            84848484                                                    86868686 201 .5%201 .5%201 .5%201 .5%

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 180180180180                                            200200200200                                                (19)(19)(19)(19) 90 .4%90 .4%90 .4%90 .4%

(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）

03.3期中間03.3期中間03.3期中間03.3期中間 02.3期中間02.3期中間02.3期中間02.3期中間 02.3期02.3期02.3期02.3期 増（減）増（減）増（減）増（減） 増減率増減率増減率増減率

棚棚棚棚 卸卸卸卸 資資資資 産産産産 586586586586                                            772772772772                                                742742742742                                            (156)(156)(156)(156) 78 .9%78 .9%78 .9%78 .9%

有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 5,0075 ,0075 ,0075 ,007                                    5 ,9465 ,9465 ,9465 ,946                                    5 ,1625,1625,1625,162                                    (155)(155)(155)(155) 97 .0%97 .0%97 .0%97 .0%

投投投投 資資資資 そそそそ のののの 他他他他 資資資資 産産産産 3,0283 ,0283 ,0283 ,028                                    2 ,9582 ,9582 ,9582 ,958                                    2 ,8922 ,8922 ,8922 ,892                                    136136136136 104.7%104.7%104.7%104.7%

買買買買 掛掛掛掛 金金金金 1 ,1331 ,1331 ,1331 ,133                                    838838838838                                                1 ,0251 ,0251 ,0251 ,025                                    108108108108 110.6%110.6%110.6%110.6%

前前前前 受受受受 金金金金 2,0042 ,0042 ,0042 ,004                                    2 ,0152,0152,0152,015                                    1 ,7221 ,7221 ,7221 ,722                                    281281281281 116.4%116.4%116.4%116.4%

短短短短 期期期期 借借借借 入入入入 金金金金 923923923923                                            1 ,1011 ,1011 ,1011 ,101                                    350350350350                                            573573573573 263.5%263 .5%263 .5%263 .5%

未未未未 払払払払 金金金金 366366366366                                            536536536536                                                450450450450                                            (83)(83)(83)(83) 81 .4%81 .4%81 .4%81 .4%

長長長長 期期期期 借借借借 入入入入 金金金金 989989989989                                            1 ,1991 ,1991 ,1991 ,199                                    1 ,0901 ,0901 ,0901 ,090                                    (100)(100)(100)(100) 90 .7%90 .7%90 .7%90 .7%

株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 4,8014,8014,8014,801                                    4 ,9424 ,9424 ,9424 ,942                                    4 ,7834 ,7834 ,7834 ,783                                    17171717 100.4%100.4%100.4%100.4%

総総総総 資資資資 産産産産 12,57512,57512,57512,575                            12,88112,88112,88112,881                                12,15912,15912,15912,159                            416416416416 103.4%103.4%103.4%103.4%

増減は02．3期末との比較です

03 .3期中間03 .3期中間03 .3期中間03 .3期中間 02 .3期中間02 .3期中間02 .3期中間02 .3期中間

ＥＥＥＥ ＰＰＰＰ ＳＳＳＳ （（（（ 円円円円 ）））） 25 .8425 .8425 .8425 .84 28 .5928 .5928 .5928 .59

売売売売 上上上上 高高高高 経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 率率率率 4 .9%4 .9%4 .9%4 .9% 5 .1%5 .1%5 .1%5 .1%

総総総総 資資資資 産産産産 経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 率率率率 (ROA)(ROA)(ROA)(ROA) 3 .7%3 .7%3 .7%3 .7% 3 .8%3 .8%3 .8%3 .8%

株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 利利利利 益益益益 率率率率 (ROE)(ROE)(ROE)(ROE) 3 .8%3 .8%3 .8%3 .8% 4 .1%4 .1%4 .1%4 .1%

株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 比比比比 率率率率 38 .2%38 .2%38 .2%38 .2% 38 .4%38 .4%38 .4%38 .4%
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売上高売上高売上高売上高

9,5019,5019,5019,501 9,2739,2739,2739,273

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

7,0007,0007,0007,000

8,0008,0008,0008,000

9,0009,0009,0009,000

10,00010,00010,00010,000

11,00011,00011,00011,000

02.03期中間02.03期中間02.03期中間02.03期中間 03.03期中間03.03期中間03.03期中間03.03期中間

ⅠⅠⅠⅠ----２　売上高・利益の推移２　売上高・利益の推移２　売上高・利益の推移２　売上高・利益の推移

（（（（百万円）百万円）百万円）百万円）

利　益利　益利　益利　益

28.628.628.628.6
25.825.825.825.8

455455455455

482482482482

180180180180200200200200

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

02.03期中間02.03期中間02.03期中間02.03期中間 03.03期中間03.03期中間03.03期中間03.03期中間

0000

10101010

20202020

30303030

40404040

50505050

60606060

70707070
ＥＰＳ 経常利益 当期純利益

（円）（円）（円）（円）（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

　●ハワイ割安海外挙式パッケージ販売　●ハワイ割安海外挙式パッケージ販売　●ハワイ割安海外挙式パッケージ販売　●ハワイ割安海外挙式パッケージ販売

　　　　　　　　 の影響による貸衣裳収入減少の影響による貸衣裳収入減少の影響による貸衣裳収入減少の影響による貸衣裳収入減少

　●海外でのドレスホールセール事業休止　●海外でのドレスホールセール事業休止　●海外でのドレスホールセール事業休止　●海外でのドレスホールセール事業休止

経常利益経常利益経常利益経常利益

　●為替差損　　８３百万円　●為替差損　　８３百万円　●為替差損　　８３百万円　●為替差損　　８３百万円

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

　●貸倒引当金繰入　　１３０百万円　●貸倒引当金繰入　　１３０百万円　●貸倒引当金繰入　　１３０百万円　●貸倒引当金繰入　　１３０百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホリディタワー差入保証金

　●投資有価証券評価損　　３２百万円　●投資有価証券評価損　　３２百万円　●投資有価証券評価損　　３２百万円　●投資有価証券評価損　　３２百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フーズネット株式

売上減の主要因売上減の主要因売上減の主要因売上減の主要因

利益減の主要因利益減の主要因利益減の主要因利益減の主要因
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挙式関連売上内訳挙式関連売上内訳挙式関連売上内訳挙式関連売上内訳

4,1364,1364,1364,136

1 ,0281 ,0281 ,0281 ,028

800800800800

4,2454,2454,2454,245

0000 1,0001,0001,0001,000 2,0002,0002,0002,000 3,0003,0003,0003,000 4,0004,0004,0004,000 5,0005,0005,0005,000 6,0006,0006,0006,000

03.03期中間03.03期中間03.03期中間03.03期中間

02.03期中間02.03期中間02.03期中間02.03期中間

国内挙式売上国内挙式売上国内挙式売上国内挙式売上 海外挙式売上海外挙式売上海外挙式売上海外挙式売上

セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高

5 ,2745 ,2745 ,2745 ,274
（57%）（57%）（57%）（57%）

4 ,9364 ,9364 ,9364 ,936
（52％）（52％）（52％）（52％）

1 , 8751 , 8751 , 8751 , 875
（20％）（20％）（20％）（20％）

1 , 6061 , 6061 , 6061 , 606
（17%）（17%）（17%）（17%）

2 ,3962 ,3962 ,3962 ,396
（25％）（25％）（25％）（25％）

2 ,1512 ,1512 ,1512 ,151
(23%）(23%）(23%）(23%）

293293293293
(3%)(3%)(3%)(3%)

240240240240
(3%)(3%)(3%)(3%)

0000 2 ,0002 ,0002 ,0002 ,000 4 ,0004 ,0004 ,0004 ,000 6 ,0006 ,0006 ,0006 ,000 8 ,0008 ,0008 ,0008 ,000 10 ,00010 ,00010 ,00010 ,000 12 ,00012 ,00012 ,00012 ,000

03 .03期中間03 .03期中間03 .03期中間03 .03期中間

02 .03期中間02 .03期中間02 .03期中間02 .03期中間

挙式関連挙式関連挙式関連挙式関連 商製品商製品商製品商製品 貸衣裳貸衣裳貸衣裳貸衣裳 その他その他その他その他

ⅠⅠⅠⅠ- - - - ３　セグメント別売上高の推移３　セグメント別売上高の推移３　セグメント別売上高の推移３　セグメント別売上高の推移

（　）内は構成比（　）内は構成比（　）内は構成比（　）内は構成比 （百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

挙挙挙挙 式式式式 関関関関 連連連連 売売売売 上　前上　前上　前上　前 期期期期 比　　　　６．８％増比　　　　６．８％増比　　　　６．８％増比　　　　６．８％増

商商商商  製製製製   品品品品  売売売売  上上上上   前前前前 期期期期 比比比比        １４．３％減１４．３％減１４．３％減１４．３％減

貸貸貸貸  衣衣衣衣  裳裳裳裳   売売売売  上上上上   前前前前 期期期期 比比比比        １０．２％減１０．２％減１０．２％減１０．２％減

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

　国内挙式売上　国内挙式売上　国内挙式売上　国内挙式売上

　海外挙式売上　海外挙式売上　海外挙式売上　海外挙式売上

　ともに増加　ともに増加　ともに増加　ともに増加
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エリア別当社取扱組数エリア別当社取扱組数エリア別当社取扱組数エリア別当社取扱組数

0000

2,0002 ,0002 ,0002 ,000

4 ,0004 ,0004 ,0004 ,000

6 ,0006 ,0006 ,0006 ,000

8 ,0008 ,0008 ,0008 ,000

10 ,00010 ,00010 ,00010 ,000

12 ,00012 ,00012 ,00012 ,000

14 ,00014 ,00014 ,00014 ,000

16 ,00016 ,00016 ,00016 ,000

18 ,00018 ,00018 ,00018 ,000

02 .03期中間02 .03期中間02 .03期中間02 .03期中間 03 .03期中間03 .03期中間03 .03期中間03 .03期中間

ハワイ オセアニア ミクロネシア アメリカ／カナダ ヨーロッパ

ⅠⅠⅠⅠ- - - - ４　エリア別海外挙式組数４　エリア別海外挙式組数４　エリア別海外挙式組数４　エリア別海外挙式組数

　　組数は横ばいであるが、一組当り単価　　組数は横ばいであるが、一組当り単価　　組数は横ばいであるが、一組当り単価　　組数は横ばいであるが、一組当り単価

　　上昇により金額は増加　　上昇により金額は増加　　上昇により金額は増加　　上昇により金額は増加

　　レセプション等オプション売上増加　　レセプション等オプション売上増加　　レセプション等オプション売上増加　　レセプション等オプション売上増加

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

（組）（組）（組）（組）

海外挙式売上海外挙式売上海外挙式売上海外挙式売上

4,1364,1364,1364,136 4,2454,2454,2454,245

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

02.03期中間02.03期中間02.03期中間02.03期中間 03.03期中間03.03期中間03.03期中間03.03期中間

（組）

02.03期中間 03.03期中間

ハ ワ イ 6,705 6,649

オ セ ア ニ ア 1,544 1,749

ミ ク ロ ネ シ ア 3,779 4,093

アメリカ／カナダ 1,453 863

ヨ ー ロ ッ パ 785 769

合 計 14,266 14,123

オセアニア・ミクロネシアが順調に増加、ヨーロッパはイタリアが急増オセアニア・ミクロネシアが順調に増加、ヨーロッパはイタリアが急増オセアニア・ミクロネシアが順調に増加、ヨーロッパはイタリアが急増オセアニア・ミクロネシアが順調に増加、ヨーロッパはイタリアが急増
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セグメント別売上総利益額セグメント別売上総利益額セグメント別売上総利益額セグメント別売上総利益額

2 ,3712 ,3712 ,3712 ,371

2 ,1842 ,1842 ,1842 ,184

1 ,0681 ,0681 ,0681 ,068

1 ,1941 ,1941 ,1941 ,194

1 ,5351 ,5351 ,5351 ,535

1 ,6681 ,6681 ,6681 ,668

0000 2 ,0002 ,0002 ,0002 ,000 4 ,0004 ,0004 ,0004 ,000 6 ,0006 ,0006 ,0006 ,000

03 .03期中間03 .03期中間03 .03期中間03 .03期中間

02 .03期中間02 .03期中間02 .03期中間02 .03期中間

挙式関連挙式関連挙式関連挙式関連 商製品商製品商製品商製品 貸衣裳貸衣裳貸衣裳貸衣裳

ⅠⅠⅠⅠ----５　セグメント別売上総利益の推移５　セグメント別売上総利益の推移５　セグメント別売上総利益の推移５　セグメント別売上総利益の推移

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

02.03期中間02.03期中間02.03期中間02.03期中間

挙式関連挙式関連挙式関連挙式関連
52%52%52%52%

商製品商製品商製品商製品
20%20%20%20%

貸衣裳貸衣裳貸衣裳貸衣裳
25%25%25%25%

その他その他その他その他
3%3%3%3%

03.03期中間03.03期中間03.03期中間03.03期中間

商製品商製品商製品商製品
17%17%17%17%

貸衣裳貸衣裳貸衣裳貸衣裳
23%23%23%23%

挙式関連挙式関連挙式関連挙式関連
57%57%57%57%

その他その他その他その他
3%3%3%3%

セグメント別売上構成比セグメント別売上構成比セグメント別売上構成比セグメント別売上構成比

　　　　全てセグメントで売上総利益率が改善　　　　全てセグメントで売上総利益率が改善　　　　全てセグメントで売上総利益率が改善　　　　全てセグメントで売上総利益率が改善

　挙式売上総利益率　　　４４．３％→４５．０％　　自社運営挙式比率アップ

　商製品売上総利益率　 ６３．７％→６６．５％　　上海工場の生産コスト削減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドレスクリーニングの内製化

　貸衣裳売上総利益率　 ６９．６％→７１．３％　　写真サービス原価削減

売上構成比の変化により、全体の売上総利益率は横ばい　５６．２％売上構成比の変化により、全体の売上総利益率は横ばい　５６．２％売上構成比の変化により、全体の売上総利益率は横ばい　５６．２％売上構成比の変化により、全体の売上総利益率は横ばい　５６．２％
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キャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー

384384384384

1 ,2641 ,2641 ,2641 ,264

-729-729-729-729

94949494
-123-123-123-123

-523-523-523-523

-900

-600

-300

0

300

600

900

1,200

1,500

02.03期中間 03.03期中間

設備投資と減価償却費設備投資と減価償却費設備投資と減価償却費設備投資と減価償却費

503

286
384

457

0

200

400

600

800

1,000

02.03期中間 03.03期中間

設備投資（有形固定資産）

減価償却実施額

ⅠⅠⅠⅠ----６　中間期の設備投資６　中間期の設備投資６　中間期の設備投資６　中間期の設備投資

営業活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

千葉店開設　　　　　　　　　　　千葉店開設　　　　　　　　　　　千葉店開設　　　　　　　　　　　千葉店開設　　　　　　　　　　　      ５０百万円５０百万円５０百万円５０百万円

東京グランドプラザ改装　　　東京グランドプラザ改装　　　東京グランドプラザ改装　　　東京グランドプラザ改装　　　       ４４百万円４４百万円４４百万円４４百万円

大宮店開設　　　　　　　　　大宮店開設　　　　　　　　　大宮店開設　　　　　　　　　大宮店開設　　　　　　　　　           １２百万円１２百万円１２百万円１２百万円

四条河原町店　　　　　　　四条河原町店　　　　　　　四条河原町店　　　　　　　四条河原町店　　　　　　　             １２百万円１２百万円１２百万円１２百万円

グアム店美容室増築　　グアム店美容室増築　　グアム店美容室増築　　グアム店美容室増築　　               １８百万円１８百万円１８百万円１８百万円

アヴィカ・ウェディング＆リゾートアヴィカ・ウェディング＆リゾートアヴィカ・ウェディング＆リゾートアヴィカ・ウェディング＆リゾート

　　　　　　　　　　　追加工事等　　　　　　　　　　　　追加工事等　　　　　　　　　　　　追加工事等　　　　　　　　　　　　追加工事等　    １６百万円１６百万円１６百万円１６百万円

営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋８８０百万円営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋８８０百万円営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋８８０百万円営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋８８０百万円

　　　　挙式の先行予約増加による前受金の増加等挙式の先行予約増加による前受金の増加等挙式の先行予約増加による前受金の増加等挙式の先行予約増加による前受金の増加等

財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　－２１７百万円財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　－２１７百万円財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　－２１７百万円財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　－２１７百万円

投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋２０５百万円投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋２０５百万円投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋２０５百万円投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ　＋２０５百万円
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ⅡⅡⅡⅡ.　　　　２００３２００３２００３２００３年３月期計画年３月期計画年３月期計画年３月期計画
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ⅡⅡⅡⅡ----１　２００３年３月期計画数値１　２００３年３月期計画数値１　２００３年３月期計画数値１　２００３年３月期計画数値

売上高売上高売上高売上高

２００億円（１８５億円）２００億円（１８５億円）２００億円（１８５億円）２００億円（１８５億円）

経常利益経常利益経常利益経常利益

１３億円（１２．６億円）１３億円（１２．６億円）１３億円（１２．６億円）１３億円（１２．６億円）

当期利益当期利益当期利益当期利益

５．５億円（５．３億円）５．５億円（５．３億円）５．５億円（５．３億円）５．５億円（５．３億円）

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ

７８．５７円（７６．５１円）７８．５７円（７６．５１円）７８．５７円（７６．５１円）７８．５７円（７６．５１円）

２００３年３月期計画数値２００３年３月期計画数値２００３年３月期計画数値２００３年３月期計画数値
（　）内は（　）内は（　）内は（　）内は02年年年年3月期実績月期実績月期実績月期実績
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ⅡⅡⅡⅡ----２　今後の取り組み（１）ＴＢＳの確立２　今後の取り組み（１）ＴＢＳの確立２　今後の取り組み（１）ＴＢＳの確立２　今後の取り組み（１）ＴＢＳの確立

モ ノ の 提 案 か ら コ ト の 提 案 へモ ノ の 提 案 か ら コ ト の 提 案 へモ ノ の 提 案 か ら コ ト の 提 案 へモ ノ の 提 案 か ら コ ト の 提 案 へ

お客様お客様お客様お客様

美美美美
　　　　
　　　　
容容容容

ドドドド
レレレレ
スススス
販販販販
売売売売

写写写写
真真真真
スススス
タタタタ
ジジジジ
オオオオ

国国国国
内内内内
挙挙挙挙
式式式式

パパパパ
｜｜｜｜
テテテテ
ィィィィ
会会会会
場場場場

海海海海
外外外外
挙挙挙挙
式式式式

旅旅旅旅
行行行行
手手手手
配配配配

レレレレ
ンンンン
タタタタ
ルルルル
衣衣衣衣
裳裳裳裳

現　　状現　　状現　　状現　　状

「顧客自身がつなぎ
合わせている」業種
間の縦割りの壁

改革改革改革改革

美美美美
　　　　
　　　　
容容容容

ドドドド
レレレレ
スススス
販販販販
売売売売

写写写写
真真真真
スススス
タタタタ
ジジジジ
オオオオ

国国国国
内内内内
挙挙挙挙
式式式式

パパパパ
｜｜｜｜
テテテテ
ィィィィ
会会会会
場場場場

海海海海
外外外外
挙挙挙挙
式式式式

旅旅旅旅
行行行行
手手手手
配配配配

レレレレ
ンンンン
タタタタ
ルルルル
衣衣衣衣
裳裳裳裳

目指す姿目指す姿目指す姿目指す姿

業種間の縦割りの
壁を取り除き全て
の業種を融合させ
てお客様に価値あ
る情報・サービス
・商品を提供

トータルコーディネートトータルコーディネートトータルコーディネートトータルコーディネート

お客様お客様お客様お客様
（不安）（不安）（不安）（不安）

お客様お客様お客様お客様
（要望）（要望）（要望）（要望）

お客様お客様お客様お客様
（ニーズ）（ニーズ）（ニーズ）（ニーズ）

お客様お客様お客様お客様
（不満）（不満）（不満）（不満）

当社当社当社当社

情 報 ・ サ ー ビ ス ・ 商 品情 報 ・ サ ー ビ ス ・ 商 品情 報 ・ サ ー ビ ス ・ 商 品情 報 ・ サ ー ビ ス ・ 商 品

　　　　
トトトト
ーーーー

タタタタ
ルルルル
・・・・
ブブブブ
ララララ
イイイイ
ダダダダ
ルルルル
・・・・

　　　　
ソソソソ
リリリリ
ュュュュ
ーーーー

シシシシ
ョョョョ
ンンンン

　　　　
モモモモ
ノノノノ
（（（（

商商商商
品品品品

））））
中中中中
心心心心
のののの

　　　　
ブブブブ
ララララ
イイイイ
ダダダダ
ルルルル
業業業業
態態態態
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グ ア ムグ ア ムグ ア ムグ ア ム

ⅡⅡⅡⅡ----２　今後の取り組み（２）海外挙式サービス２　今後の取り組み（２）海外挙式サービス２　今後の取り組み（２）海外挙式サービス２　今後の取り組み（２）海外挙式サービス

セント・プロバス・
　　　　　　　ホーリーチャペル
　　　　　　　　２００２年４月開設

ハ ワ イハ ワ イハ ワ イハ ワ イ

コ・オリナ・チャペル・

　　　　プレイス・オブ・ジョイ

ゴールドコーストゴールドコーストゴールドコーストゴールドコースト

アヴィカ・ウェディング＆リゾート

Guest Room

ＨｏｔｅｌＨｏｔｅｌＨｏｔｅｌＨｏｔｅｌ

Melstonian  Chapel
（（（（メルストニアン・チャペル）メルストニアン・チャペル）メルストニアン・チャペル）メルストニアン・チャペル）

◆アヴィカ・ウェディング＆リゾートのサービスメニュー充実◆アヴィカ・ウェディング＆リゾートのサービスメニュー充実◆アヴィカ・ウェディング＆リゾートのサービスメニュー充実◆アヴィカ・ウェディング＆リゾートのサービスメニュー充実

◆１３ｶ所の自社運営挙式施設による挙式取込◆１３ｶ所の自社運営挙式施設による挙式取込◆１３ｶ所の自社運営挙式施設による挙式取込◆１３ｶ所の自社運営挙式施設による挙式取込

◆通期挙式取扱組数見込　３０，０００組◆通期挙式取扱組数見込　３０，０００組◆通期挙式取扱組数見込　３０，０００組◆通期挙式取扱組数見込　３０，０００組
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ⅡⅡⅡⅡ----２　今後の取り組み（３）国内挙式サービス２　今後の取り組み（３）国内挙式サービス２　今後の取り組み（３）国内挙式サービス２　今後の取り組み（３）国内挙式サービス

アーケイディアアーケイディアアーケイディアアーケイディア

マーチュアガーデン神戸マーチュアガーデン神戸マーチュアガーデン神戸マーチュアガーデン神戸 セント・アヴェンヌ教会セント・アヴェンヌ教会セント・アヴェンヌ教会セント・アヴェンヌ教会

葵　邸葵　邸葵　邸葵　邸

◆自社運営挙式施設への送客強化◆自社運営挙式施設への送客強化◆自社運営挙式施設への送客強化◆自社運営挙式施設への送客強化

◆新挙式スタイルの提案◆新挙式スタイルの提案◆新挙式スタイルの提案◆新挙式スタイルの提案

　　　　「神戸北野サッスーン邸」開設　　　　「神戸北野サッスーン邸」開設　　　　「神戸北野サッスーン邸」開設　　　　「神戸北野サッスーン邸」開設

◆通期挙式取扱組数見込　１，５００組◆通期挙式取扱組数見込　１，５００組◆通期挙式取扱組数見込　１，５００組◆通期挙式取扱組数見込　１，５００組
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ⅡⅡⅡⅡ----２　今後の取り組み（４）商製品２　今後の取り組み（４）商製品２　今後の取り組み（４）商製品２　今後の取り組み（４）商製品

◆ドレスキャンペーン実施による◆ドレスキャンペーン実施による◆ドレスキャンペーン実施による◆ドレスキャンペーン実施による

    Ａｖｉｃａ販売着数増加Ａｖｉｃａ販売着数増加Ａｖｉｃａ販売着数増加Ａｖｉｃａ販売着数増加

◆通期Ａｖｉｃａ販売着数見込　◆通期Ａｖｉｃａ販売着数見込　◆通期Ａｖｉｃａ販売着数見込　◆通期Ａｖｉｃａ販売着数見込　

　　　　　　　　　　　　　１２，３００着　　　　　　　　　　　　　１２，３００着　　　　　　　　　　　　　１２，３００着　　　　　　　　　　　　　１２，３００着

◆通期Ｕｏｍｏ販売着数見込◆通期Ｕｏｍｏ販売着数見込◆通期Ｕｏｍｏ販売着数見込◆通期Ｕｏｍｏ販売着数見込

　　　　　　　　　　　　　　６，１００着　　　　　　　　　　　　　　６，１００着　　　　　　　　　　　　　　６，１００着　　　　　　　　　　　　　　６，１００着

◆ドレス専門店◆ドレス専門店◆ドレス専門店◆ドレス専門店

　　ＢＩＡＮＣＨＩ　ＳＰＯＳＩ　　ＢＩＡＮＣＨＩ　ＳＰＯＳＩ　　ＢＩＡＮＣＨＩ　ＳＰＯＳＩ　　ＢＩＡＮＣＨＩ　ＳＰＯＳＩ（ビアンキ・スポージ）（ビアンキ・スポージ）（ビアンキ・スポージ）（ビアンキ・スポージ）

　　青山店開設　　青山店開設　　青山店開設　　青山店開設

　　　　

BIANCHI SPOSI

２００２年２００２年２００２年２００２年11月開設月開設月開設月開設
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東北地方第東北地方第東北地方第東北地方第1号店号店号店号店

仙台店０２．１１出店仙台店０２．１１出店仙台店０２．１１出店仙台店０２．１１出店

千葉店千葉店千葉店千葉店

０２．０９出店０２．０９出店０２．０９出店０２．０９出店

大宮店大宮店大宮店大宮店

０２．０４出店０２．０４出店０２．０４出店０２．０４出店

東京　青山東京　青山東京　青山東京　青山

「ビアンキ・スポージ」「ビアンキ・スポージ」「ビアンキ・スポージ」「ビアンキ・スポージ」

０２．１１出店０２．１１出店０２．１１出店０２．１１出店

　　国内ネットワークの拡大　　国内ネットワークの拡大　　国内ネットワークの拡大　　国内ネットワークの拡大

　　●東北地方へ進出　　●東北地方へ進出　　●東北地方へ進出　　●東北地方へ進出

　　●ドレス販売専門店設置　　●ドレス販売専門店設置　　●ドレス販売専門店設置　　●ドレス販売専門店設置

　　●国内挙式施設順次開設　　●国内挙式施設順次開設　　●国内挙式施設順次開設　　●国内挙式施設順次開設

北海道　１拠点北海道　１拠点北海道　１拠点北海道　１拠点

関東　１９拠点関東　１９拠点関東　１９拠点関東　１９拠点
東海　２拠点東海　２拠点東海　２拠点東海　２拠点

関西　２２拠点関西　２２拠点関西　２２拠点関西　２２拠点
九州　３拠点九州　３拠点九州　３拠点九州　３拠点

ネットワーク合計４９拠点ネットワーク合計４９拠点ネットワーク合計４９拠点ネットワーク合計４９拠点

ⅡⅡⅡⅡ----２　今後の取り組み（５）国内新規店舗２　今後の取り組み（５）国内新規店舗２　今後の取り組み（５）国内新規店舗２　今後の取り組み（５）国内新規店舗

BIANCHI SPOSI

東北東北東北東北　　　　１拠点１拠点１拠点１拠点
国内挙式施設国内挙式施設国内挙式施設国内挙式施設

０３．開設予定０３．開設予定０３．開設予定０３．開設予定

中国　１拠点中国　１拠点中国　１拠点中国　１拠点

国内挙式施設国内挙式施設国内挙式施設国内挙式施設

０３．開設予定０３．開設予定０３．開設予定０３．開設予定

国内挙式施設国内挙式施設国内挙式施設国内挙式施設

０２．１２開設予定０２．１２開設予定０２．１２開設予定０２．１２開設予定

岡山店（仮称）岡山店（仮称）岡山店（仮称）岡山店（仮称）

０３．開設予定０３．開設予定０３．開設予定０３．開設予定

千葉店千葉店千葉店千葉店

※２００２年１１月１５日現在
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将来予想に関連する記述については、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来予想に関連する記述については、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来予想に関連する記述については、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来予想に関連する記述については、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。

予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用下さい。予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用下さい。予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用下さい。予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用下さい。

この件についてのお問い合わせ先：　ワタベウェディング株式会社この件についてのお問い合わせ先：　ワタベウェディング株式会社この件についてのお問い合わせ先：　ワタベウェディング株式会社この件についてのお問い合わせ先：　ワタベウェディング株式会社

　　　　常務取締役管理本部長　　　　　常務取締役管理本部長　　　　　常務取締役管理本部長　　　　　常務取締役管理本部長　    西村　忠雄西村　忠雄西村　忠雄西村　忠雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経  営営営営  企企企企  画画画画  課課課課    課長　課長　課長　課長　    宮崎　健介宮崎　健介宮崎　健介宮崎　健介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電     話話話話     番番番番    号号号号         075－－－－352－－－－4182

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F            A          X         075－－－－352－－－－4114

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｅｅｅｅ - mail：：：：ir@watabe-wedding.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http：：：：//www.watabe-wedding.co.jp


