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株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご支援を賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。
ここに、当社第46期中間期（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）にお
ける事業の概要につきましてご報告申し上げます。

昨年9月のリーマンショックに端を発する世界同時不況の影響は、一時的には回
復の兆しが見られるものの、失業率の悪化、消費減退に歯止めがかからない状
況にあります。加えて、新型インフルエンザによる影響で、日本人の海外渡航者数、
国内リゾート渡航者数も前年を下回る状況が続いております。
当社グループにおきましても、婚礼受注の予想以上の落ち込み、さらには国内
の宿泊・宴会部門における急激な法人利用の落ち込みにより、9月には当初の業
績予想を下方修正いたしました。
このような状況の中で、海外挙式については、積極的な販売促進活動や単価
施策を、国内挙式については、付加価値の向上による単価維持、期近の結婚式
の取り込みを、宿泊・宴会部門については、稼働率向上のための施策を行ってま
いりました。
今後は、当社のコアコンピタンスである国内外の拠点網や人材を活用して、グ
ループ内でブライダルコンテンツを共有化することで、新たな感動を創造できるよう
な新商品・新サービスの開発を進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

平成21年12月

　　　　　　　　　　　代表取締役社長

経営基本理念

わたくしたちの目的は、真心の奉仕と知恵ある提案を通じて、

すてきな生活文化を創造し、心豊かな社会の実現に貢献することにある。

ワタベウェディングは、
「世界最高のブライダル企業を目指します」
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事業内容
直営50店舗で国内リゾート挙式の提案・手配を行い、海外挙式で培ってきたノ

ウハウ・ネットワークを活かして、沖縄・北海道などで結婚式サービスを提供。また、
「目黒雅叙園」や「メルパルク」をグループに迎えたことで、グループ運営施設は30ヶ
所に拡大し、地元向け結婚式サービスにも力を入れています。

当中間期の業績
2008年10月から運営を開始したメルパルク11施設と沖縄の新規施設が本格稼
働したことで、当期の売上高は16,351百万円（前年同期比113.3%増）となりま
した。

事業内容
海外10ヶ国に直営店舗17ヶ所と自社運営施設15ヶ所を有し、日本全国に広が

る直営50店舗および旅行会社等の提携先を窓口とした、海外デスティネーション
挙式の相談・手配を行っています。また、国内の少子高齢化を背景に、外国人婚
礼市場に向けた取り組みも強化しています。

当中間期の業績
新型インフルエンザの影響による国内挙式への移行やキャンセルが発生した結
果、当中間期の売上高は3,855百万円（前年同期比17.7%減）となりました。

第44期 第45期 第46期

7,028

16,198

27,615

7,665

16,351

第44期 第45期 第46期

5,236

10,582

9,471

4,682
3,855

事業紹介

国内挙式

国内のグループ運営施設を中心とした
結婚式およびプロデュースサービス

海外挙式

海外デスティネーション挙式の相談・手配サービス
■ 中間期　　■ 通期 ■ 中間期　　■ 通期

連結売上高（単位：百万円） 連結売上高（単位：百万円）

岡山・広島では営業店舗を移転し、メルパルクと衣裳室を共有することでノウハウの共有を図
るとともに、お客様ニーズに合った地元密着型の商品・サービスをグループで共同開発してい
ます。また福岡では「福岡山の上ホテル」への店舗移転を機に、バンケット改装、個室での結
納・顔合わせを開始するなど、同ホテルの婚礼を軸とした事業体制強化に取り組んでおります。

Topics シナジー効果の最大化・グループ連携の一層の強化で企業価値向上へ
婚姻組数の増加が著しい東アジア地域に向けて積極的に「海外ウェディング・グローバル事
業」を展開しています。2009年6月には香港に続き、台湾に海外挙式専門店を出店。さらに、中
国最大手の婚礼撮影企業『重慶金夫人実業有限公司』との提携について基本合意に達したこ
とを発表し、中国本土でも同社の販売網を活用したリゾート挙式の認知・販売拡大を目指します。

Topics 外国人婚礼市場に向けて台湾出店、中国最大手の婚礼撮影企業と提携
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事業内容
上海・ベトナムにある2つの生産拠点を基盤としてウェディングドレス・タキシード

を製造し、当社グループ全体へ供給。ブライダル業界初となる製造販売の一貫体
制を構築し、高品質・高付加価値な商品を提供しています。

当中間期の業績
挙式取扱組数の減少によりドレス販売数が減少したものの、販売タキシードの新
作投入およびOEMの売上高が増加したことにより、売上高2,333百万円（前年同
期比2.5%減）となりました。

メルパルクはお客様のニーズに沿ったオリジナルウェディングドレスを発表。従来のレンタルに
加えてサイズオーダーで新品のドレスをお仕立てするシステムも利用できるよう、お客様の選択
肢を増やしたところ、サービス開始以降、販売目標に対して好調に推移。上海・ベトナム工場に
おける稼働率の向上と生産量拡大による原価率の低減に貢献しています。

事業内容
結婚式および成人式、卒業式等のセレモニーで着用される衣裳をレンタル提供し
ています。また、グループ施設の写真スタジオでは、結婚式をはじめとする各種記
念日の写真撮影に、衣裳レンタルと美容着付けをパッケージ化して提供しています。

当中間期の業績
メルパルクの貸衣裳収入が加わったこと、利益率の高いスタジオフォトプランの取
扱件数が増加したことにより、売上高は1,849百万円（前年同期比27.0%増）とな
りました。

第44期 第45期 第46期

2,360

4,895 4,787

2,393 2,333

第44期 第45期 第46期

1,473

3,099

3,797

1,456

1,849

Topics

商製品 貸衣裳

衣裳レンタルサービス・スタジオフォトサービスウェディングドレスなどの製造販売サービス
■ 中間期　　■ 通期 ■ 中間期　　■ 通期

連結売上高（単位：百万円） 連結売上高（単位：百万円）

メルパルクオリジナルドレスを発表、滑り出しは好調 人生の節目のお祝いを大切な1日に、グループで記念日事業を強化

目黒雅叙園では専任の『アニバーサリーコンシェルジュ』が7つの記念日プラン祝雅祭をベー
スにオリジナルの演出を提案するなど、きめ細かくサポートします。またメルパルクでは、レンタル
衣裳と写真撮影をセットにした「フォト婚」の販売を開始。チャペルや神殿で撮影ができ、まるで
挙式のような気分を味わえるため、“なし婚”層の方にも好評です。

Topics



第44期 第45期 第46期

16,355

35,301

46,406

16,426

52,800（予想）

24,876

第44期 第45期 第46期

346

1,004

64

670（予想）

1,165

259

第44期 第45期 第46期

723

2,348

254

1,610（予想）

2,790

562
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連結中間決算ハイライト 連結財務諸表（要約）

中間連結売上高　24,876百万円

中間連結経常利益　254百万円

中間連結純利益　64百万円

新型インフルエンザの影響により海外挙式の挙式取扱組数が減少したことおよ
び景気後退による宿泊・宴会部門の急激な法人需要の落ち込みがありましたが、
平成20年10月に事業を譲り受けたメルパルク11施設の稼働や目黒雅叙園での婚
礼、沖縄を中心とした国内リゾート挙式が堅調に推移した結果、全体での挙式取
扱組数が増加し、当中間期売上高は24,876百万円（前年同期比51.4％増）となり
ました。

売上高は増加いたしましたが、海外の挙式取扱組数、単価の減少および国内
の宿泊・宴会需要の落ち込みやメルパルクでの婚礼受注の落ち込みにより計画通
りの売上高に達することができなかったことや、挙式取扱組数の増加のため積極
的な販促活動を行った結果、営業費用が増加し、当中間期経常利益は254百万
円（前年同期比54.7％減）となりました。

当社グループ会社（当社、連結子会社および持分法適用会社）におけるグルー
プ経営体制の強化に向けて、シナジー効果を目的とした既存店舗のグループ施設
への移転等に伴い施設店舗整理損が発生し、当中間期純利益は64百万円（前
年同期比75.2％減）となりました。

■ 中間期　　■ 通期

■ 中間期　　■ 通期

■ 中間期　　■ 通期

連結売上高（単位：百万円）

連結経常利益（単位：百万円）

連結純利益（単位：百万円）

中間連結貸借対照表（単位：百万円） 中間連結損益計算書（単位：百万円）

中間連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）

科　目 当中間期
（平成21年９月30日）

前中間期
（平成20年９月30日）

（資産の部）

流動資産 7,573 6,403

固定資産 16,987 16,424

資産合計 24,560 22,828

（負債の部）

流動負債 8,633 7,839

固定負債 1,524 911

負債合計 10,157 8,751

（純資産の部）

株主資本 15,532 14,866

　資本金 4,176 4,176

　資本剰余金 4,038 4,038

　利益剰余金 7,318 6,652

　自己株式 △ 0 △ 0

評価・換算差額等 △ 1,129 △ 789

純資産合計 14,403 14,077

負債純資産合計 24,560 22,828

科　目
当中間期

（自平成21年4月 1日
至平成21年９月30日）

前中間期
（自平成20年4月 1日
至平成20年９月30日）

売上高 24,876 16,426

売上原価 8,582 5,864

売上総利益 16,294 10,562

販売費及び一般管理費 16,080 10,014

営業利益 214 548

営業外収益 112 77

営業外費用 72 62

経常利益 254 562

特別損失 125 107

税金等調整前四半期純利益 129 454

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △ 0

四半期純利益 64 259

科　目
当中間期

（自平成21年4月 1日
至平成21年９月30日）

前中間期
（自平成20年4月 1日
至平成20年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 299 493

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,463 △ 1,427

財務活動によるキャッシュ・フロー 106 586

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 14 20

現金及び現金同等物の増減額 △ 1,670 △ 326

現金及び現金同等物の期首残高 4,940 3,429

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,269 3,102
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□ 商号
 ワタベウェディング株式会社

□ 本店所在地
 京都市下京区烏丸通仏光寺上る
 二帖半敷町671番地

□ 設立
 昭和39年10月3日

□ 資本金
 41億7,637万2,000円

□ 従業員数  ※契約社員は含まれておりません
　　（単体）555名　（連結）2,484名

□ 支社
 ハワイ支社
 オーストラリア支社

□ 役員
 代表取締役社長 渡部 秀敏
 取締役 川口 博司
 取締役 山本 弘也
 取締役 翁長 良晴
 取締役（社外） 落合 敏男
 取締役（社外） 松永 幸廣
 常勤監査役（社外） 岩﨑 　久
 監査役 藤本 壽雄
 監査役（社外） 清水 久雄
 監査役（社外） 白石 健治

□ 国内関係会社
 沖縄ワタベウェディング株式会社
 株式会社目黒雅叙園
 メルパルク株式会社
 ワタベファミリークラブ株式会社
 ワタベエンタープライズ株式会社

□ 海外関係会社
 WATABE U.S.A., INC.

 WATABE GUAM, INC.

 WATABE SAIPAN, INC.

 WATABE WEDDING CANADA, INC.

 WATABE AUSTRALIA PTY. LTD.

 WATABE EUROPE S.A.R.L.

 WATABE WEDDING VIETNAM CO., LTD.

 華徳培婚紗（上海）有限公司
 上海先衆貿易有限公司
 華徳培婚礼用品（上海）有限公司
 上海先衆西服有限公司
 華徳培薇 香港有限公司
 華徳培婚禮股份有限公司
 PT. WATABE BALI

会社概要 株式情報 インフォメーション
（平成21年9月30日現在） （平成21年9月30日現在）

□ 株式の状況
発行可能株式総数 22,000,000株
発行済株式総数 9,909,400株
株主数 4,217名

大株主

（注）上記信託銀行の持株数は、すべて信託業務に係るものであります。

所有者別分布状況

株主名 当社への出資比率
持株数（株） 出資比率（%）

株式会社寿泉 2,005,400 20.23

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,199,300 12.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 462,500 4.66

渡部　隆夫 307,100 3.09

株式会社三菱東京UFJ銀行 300,000 3.02

株式会社京都銀行 300,000 3.02

資産管理サービス信託銀行株式会社 271,900 2.74

ワタベウェディング従業員持株会 257,300 2.59

日興シティ信託銀行株式会社 231,900 2.34

有限会社シュー 200,000 2.01

□ IR活動報告
当社は株主・投資家の皆様に当社グループの取り組みや今後の戦
略をご理解いただくため、個人投資家向け説明会を行っています。
当中間期は、2回の説明会を行い、代表取締役社長 渡部秀敏より
プレゼンテーションを行いました。グループ施設の目黒雅叙園にて開
催された説明会では、施設見学会を併せて実施する等、皆様と直接
コミュニケーションがとれる場を大切にして
います。今後も当社グループへの関心を高
めていただけるようなIR活動を行ってまいり
ます。

□ CSR活動報告
当社は、NPO法人「ブリッジ エーシア ジャパン」（以下、BAJ）と
の共同事業として、ミャンマーにおける「深井戸掘削・建設事業」を
支援しています。これらの活動は子供たちを水汲みの重労働から
解放し、就学率を向上させています。当社は、次の支援として学校
建設の必要性を強く感じ、社員自らの募金
活動を行いました。
当中間期は、社員の募金活動を通じて、
合計504,130円が集まり、BAJを通じて学
校建設基金へ寄付いたしました。今後も子
供たちの未来につながるような支援事業を
継続してまいります。

金融機関　37名
33,459百株（33.76%）

金融商品取引業者　29名
1,138百株（1.15%）

その他法人　77名
24,167百株（24.39%）

外国法人等　86名
9,228百株（9.31%）

個人・その他　3,988名
31,100百株（31.38%）

昨年はアンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。

皆様からの貴重なご意見を今後のIR活動に活かしてまいります。

写真提供：BAJ



本社
〒600-8540

京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町671番地
TEL（075）352-4111（代）  FAX（075）352-4139（代）

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

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月中
期末配当金受領株主確定日 毎年3月31日
中間配当金受領株主確定日 毎年9月30日
公告の方法 電子公告により行う
 公告URL
 http://www.watabe-wedding.co.jp/watabe/ir/index.html

  （ただし、電子公告によることができない事故、その他
のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に
公告いたします。）

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
 大阪証券取引所市場第一部
単元株式数 100株
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座　口座管理機関
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社
 大阪証券代行部
 〒541－8502

 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
 TEL  0120－094－777（通話料無料）

【お知らせ】
1. 株券電子化によるご注意
 （1） 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつ

きましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承
ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せくだ
さい。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんので
ご注意ください。

 （2） 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ

信託銀行が口座管理機関となっておりますので、左記特別口座の口座管理
機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全
国各支店にてもお取次ぎいたします。

 （3） 配当金の口座振込のご指定につきましても、お手続きは配当金振込指定書
を各口座管理機関を経由してお届けいただくこととなりました。従来同封い
たしておりました当社専用の「配当金振込指定書」は同封を取りやめておりま
す。振込指定のお手続きにつきましては詳しくは各口座管理機関にお問合せ
ください。

 （4） 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいた
します。

2. 配当金計算書について
  本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配
当金をお受取になられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。
配当金をお受取になった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご
利用いただけます。


