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１．2006年2月期の業績（2005年2月21日～2006年2月20日） 
(1)経営成績                                      （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 千円     ％ 千円     ％ 千円     ％

2006年2月期 4,448,981 （ 3.3） 507,425 （12.4） 523,243 （26.4） 

2005年2月期 4,306,746 （ 1.0） 451,496 （ 6.6） 414,106（△4.9） 

 

 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 千円     ％ 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

2006年2月期 306,265  （42.5） 73   53 －    － 11.4 13.6 11.8 

2005年2月期 214,944（△14.4） 52   60 －    － 10.5 13.1 9.6 

（注）①持分法投資損益           2006年2月期    －千円     2005年2月期    －千円 

      ②期中平均株式数           2006年2月期 3,899,973株   2005年2月期 3,695,081株 

      ③会計処理の方法の変更     有（固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。） 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 

 

(2)配当状況 
 1株当たり年間配当金 
  中間 期末 

配当金総額
（年間） 

配当性向 
株主資本 
配当率 

 円   銭 円   銭 円   銭 千円 ％ ％

2006年2月期 20    00 －   － 20    00 77,998 27.2 2.7 

2005年2月期 20    00 －   － 20    00 78,000 38.0 3.2 

（注）2005年2月期期末配当金の内訳  普通配当17円 上場記念配当3円 

 

(3)財政状態                                      （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 千円 千円 ％ 円   銭

2006年2月期 4,128,069 2,893,175 70.1 736   86 

2005年2月期 3,563,132 2,466,606 69.2 627   18 

（注）①期末発行済株式数         2006年2月期 3,900,000株  2005年2月期 3,900,000株 

      ②期末自己株式数           2006年2月期        80株  2005年2月期        －株 

 

（4）キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 千円 千円 千円 千円

2006年2月期 357,094 △954,753 △78,182 1,100,372 

2005年2月期 175,655 △110,443 502,800 1,776,214 

 
２．2007年2月期の業績予想（2006年2月21日～2007年2月20日） 

1株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

 千円 千円 千円 円   銭 円   銭 円   銭

中間期 2,300,000 200,000 109,000 －  － －  － －  － 

通  期 4,750,000 575,000 318,000 －  － 23  00 23  00 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）81円54銭 

 

（注）上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確実な要素を

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

1



（添付資料） 

 

１．企業集団の状況 

 
当社の親会社はイオン株式会社であり、2006年2月20日現在、当社の議決権を子会社も含めたグルー

プ全体で82.46％（内、直接所有77.69％）所有しております。同社は130社の子会社および27社の関連

会社に同社を加えた計158社からなる企業集団（イオングループ）の中核企業であります。イオング

ループの事業は、ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア（ＧＭＳ）を核とした総合小売事業を主力事

業とし、専門店事業、ディベロッパー事業、サービス等事業の拡充に努め、企業集団の多角化を図っ

ております。 

この様なイオングループ事業の中で、当社はサービス等事業部門に属しております。当社の主な業

務は、当社と入会契約を締結した会員に対して、会員の結婚に際して希望する条件、価値観等の情報

を分析し、相性が合うと判断される会員同士を検索し、かかる双方の会員に関する情報を双方に同時

に提供するサービス（以下「結婚相手紹介サービス」といいます。）であります。また、付帯する引

き合わせサービス、パーティ・イベントの開催およびブライダルサービスの紹介等を行なっておりま

す。 

当社の事業内容を事業系統図に示すと以下のとおりとなります。 
 

[事業系統図] 

 

 

 

＜入会後＞ 

                                    ツヴァイ・         引き合わせ 

                   パートナー紹介書送付* *     コンタクト         サービス 

                                                   システム       

 

 

           業務委託                         業務委託 

                                                パーティ・ 
                                           イベント等 

 

【用語解説】 

 

 ＜入会前＞ 

       出稿                         業務委託 

                                             入会手続 

 

                     応募 

 

                                  カウンセリング 

          広告                                                                       入会申込 

 

 

 

 

会員 

カウンセラー 
メディア他 

一般個人 

業務委託先（注） 

双方向ベストマッチングシステム 

当社 

コーディネーター 

 

（注）当社は株式会社アイネット（プライバシーマーク取得済）と2000年6月20日以降「アウトソーシング基本契約」（契約期間を

1年間とし原則として自動更新）を締結し当社所有のデータ管理、出力業務および発送業務を委託しております。当社は業務

委託先における個人情報管理体制について、定期的な訪問調査の実施等を行ない、業務委託先においても当社と同様の情報管

理体制のもと、事業の運営を行なっております。 
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２．経営方針 

 
（1）経営の基本方針 

当社は、「人間尊重の立場に立って新しい価値観を生み、人間的なつながりを大切にし、幸せな

出会いを創造し続け、未来のより豊かな社会づくりに貢献します。」という経営理念のもとに、

パートナーシップ型の結婚を考える人に出会いの機会を創出し、さらには個人が社会において生き

やすく、幸福な環境へ向かうことを提案してまいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

  当社は、株主の皆さまへの安定的利益還元を経営の最重要目標のひとつとして位置付けており、

内部留保の充実と財務体質の強化を勘案しつつ、配当性向25％を基準として株主の皆さまへの利益

還元をしていきたいと考えております。内部留保資金につきましては、新規営業所の出店および既

存営業所の活性化改装のための設備投資資金等として活用し、事業基盤の強化拡大に努め、株主の

皆さまのご期待に応えてまいります。 

このような基本方針に基づき、当期の配当金は1株につき普通配当20円を予定しております。そ

の結果、当期の配当性向は27.2％となります。 

 

（3）対処すべき課題および中長期的な会社の経営戦略 

当社を取り巻く経営環境として、「人口減少社会」の到来と「未婚率の上昇」があげられます。こ

れらの問題については、国を挙げて対策を検討しておりますが、当社のサービスに対する社会的重要

性はますます大きくなるとともに、当社にとっては大きなビジネスチャンスが到来し続けていること

を認識した上で、下記の重点課題に取り組んでまいります。 

 

① 営業力の強化 

営業拠点の拡大として、2006年度は都市圏に１拠点、地方圏に2拠点を開設する予定です。2008

年度末までに60拠点体制を確立させてまいります。既存店舗の移転・活性化の設備投資を積極的

に実施してまいります。3ヵ年で15拠点の移転・活性化を予定しております。 

成長戦略を支える人材の育成と教育体制の整備を実施します。営業の第一線で働くカウンセ

ラーの力量により大きく業績が左右されます。カウンセラーの採用・教育を計画的に実施し、カ

ウンセラーの力量の向上に努めるとともに、カウンセラーのモチベーションを高めるための施策

にも取り組んでまいります。 

 

② 会員サービスの充実 

お客さまの声を反映したサービスを提供するとともに、入会前・入会時・活動時・交際時・ご

成婚・結婚生活など、それぞれの場面に応じたサービスの提供を充実させてまいります。また、

コーディネート機能とアドヴァイジング機能を強化・充実させることによって、成婚割合のアッ

プを図ってまいります。 

 

③ ブライダル事業の強化 

株式会社ＨＩＰＮＥＷＳ社との連携によるプロデュースサービスを強化させるために、名古屋

と大阪にも「コンシェルジュデスク」を開設させます。ブライダル事業の拡大のために、サービ

スエリア・サービス対象者・サービスメニューの３つの視点から積極的に取り組んでまいります。

また、イオングループが持つインフラを積極的に活用し、お客さまの生活に貢献する新しいビジ

ネスチャンスにも挑戦してまいります。 
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（4）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

・基本的な考え方 

当社は「人間尊重の立場に立って新しい価値観を生み、人間的なつながりを大切にし、幸せな出

会いを創造し続け、未来のより豊かな社会づくりに貢献します。」を経営理念として企業価値の最

大化をめざし、経営戦略の策定や経営の意思決定をしており、コーポレート・ガバナンスについて

は経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。当社は透明かつ公正な経営を最優先に

考え、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指すべく、株主総会の充実をはかり、取締役会

の活性化、監査役の監査機能の強化および積極的な情報開示に取り組んでまいります。 

 

・施策の実施状況 

① 取締役会は取締役6名で構成されており、経営方針などの最重要事項の意思決定および業務執行

を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、原則毎月1回開催しております。 

② 監査役協議は監査役4名で構成されており、コンプライアンス、リスク管理、企業情報開示の適

正性等について協議、監査するとともに、情報の共有化を図っております。監査役協議は、原則四

半期毎1回、年間では5回開催しております。 

③ 取締役会の下に、営業会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般

的重要事項を協議決定しております。営業会議は、原則毎月1回開催しております。 

④ リスク管理、情報セキュリティ等、適切な業務遂行を行なう上で必要な特定事項に関し、委員会

を設置しております。各委員会は、それぞれの事項に関し、取締役会の協議に資することを目的に、

調査、研究および審議を行ないます。 

⑤ 会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

   社外取締役2名は、当社の親会社であるイオン株式会社の執行役または従業員を兼務しておりま

す。 

   また、社外取締役2名は、当期末現在で当社株式5,000株を保有しておりますが、その他の利害関

係はありません。 

 

（5）目標とする経営指標 

当社は継続的な成長を目指し、その経営数値指標といたしまして、売上高営業利益率の10％以上

の継続実現を目標としております。また、効率分析の指標としてＲＯＡ（総資本経常利益率）なら

びにＲＯＥ（株主資本利益率）を重視しております。ＲＯＡにつきましては、10％以上の実現を目

指してまいります。当期につきましては、売上高経常利益率11.8％、ＲＯＡ13.6％と目標を達成し

ております。 

 

（6）関連当事者（親会社等）との関係 

当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当期末現在で子会社を含めたグループで当社の議

決権を82.46％（内、直接所有77.69％）所有しております。当社の取締役岡田元也、林直樹および

監査役竹中昭敏、辻晴芳は、親会社の執行役または従業員を兼務しております。 

親会社を含めた関連当事者との取引条件等につきましては、一般の市場取引と同様に交渉のうえ

決定しており、他と区別しておりません。 

 

（7）事業等のリスク 

当社の事業展開、経営成績その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項、

並びに必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考

えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に「有価証券報告書」に開示

しております。なお、前事業年度の有価証券報告書提出時以降、本短信発表時までに新たに認識し

た事業等のリスクはありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 
（1）経営成績 

日本経済が「踊り場局面」から「回復」に向かい、明るさを取り戻す中、当社を取り巻く経営環境

は、日本が初めて経験する「人口減少社会」の到来を迎えております。「少子化」の一因となってい

る「未婚化・晩婚化」が、社会問題としてますますクローズアップされております。「第２次ベビー

ブーム世代」が30代を迎え、当業界の市場規模は拡大傾向にあります。一方で、景気回復の影響もあ

り、仕事が忙しくなってくるなど、結婚の意向はあるものの出会いの機会は減少していると推測され

ます。 

このような環境の中で、当業界に対する期待は、一層大きくなるものと認識しております。また、

個人の価値観も変化しており、提供サービスに対する顧客ニーズも多様化しており、そのニーズをい

ち早く掴み、対応することが求められております。当社は業界のリーディングカンパニーとして、下

記の取り組みを実施してまいりました。 

 

【重点実施事項とその成果】 

① 営業力の強化 

新規開設の営業拠点として、山形（2月22日）、大分（2月22日）、岐阜（2月25日）、甲府（2

月26日）、鹿児島（4月28日）、渋谷（5月1日）および池袋（8月21日）の7拠点を開設し、期末営

業拠点は48拠点となりました。また、8月26日には手狭になっておりました高崎を駅前に移転をし

て活性化を図りました。 

前年4月より本社でスタートさせた親御様説明会を全国の営業所でも実施し、説明する機会の拡

大を図りました。当期は、約750名のご参加をいただいております。また、気軽にご来社いただく

施策として、「インフォメーションコーナー」と「入会相談窓口」を開設しました。さらに、30

分程度で会社の概要や当社のシステムを簡略化して説明する「本人様向け説明会」を実施しまし

た。当期は、約300名のご参加をいただいております。 

新たな取り組みとして、法人契約企業に直接出向いて、サービスやシステムの内容を説明する

「法人向け出張説明会」を実施しました。一人では結婚相談の窓口を訪ねにくいというお客さま

に対して、職場の仲間同士で気軽に参加できる機会を設けることによって、当社のサービス内容

を説明する機会の拡大を図ることができました。 

組織改革として、現場に近いところの意思決定とコミュニケーションの向上のために、全国を

14エリアに細分化した「地区長制度」を下期に導入しました。これにより、各エリアでの営業戦

略が明確になり、成功事例の水平展開を積極的に取り入れるなどの効果が現われております。 

 

② 会員サービスの充実 

ホームページに会員一人一人の専用ページを設けて、そこで会員が活動することができる「マ

イページサービス」を5月に稼動させました。会員は紹介された相手と自由にメールのやり取りが

できるほか、お手元のパソコンでご自身の活動状況の確認をすることができるようになりました。

当期末現在で、約8,800名の登録者数となっております。 

お客さまのニーズに対応した商品コースの開発・拡販をいたしました。引き合わせサービスを

充実させた商品を積極的に販売しました。専任のコーディネーターがお客さまとお相手の間に立

ち、お世話をするというサービスが、もっと手厚いサービスをご要望のお客さまの支持を得るこ

とができました。この商品は、付加価値を高めた高単価の商品となっており、売上構成比も増加

しており、当社の主力商品となり大きく収益に貢献しております。 

当社で成婚された会員を対象に、ブライダルサービスを充実させるために、株式会社ＨＩＰＮ

ＥＷＳ社と3月に提携いたしました。4月に日比谷、5月に渋谷に「ブライダルコンシェルジュデス

ク」を開設し、披露宴会場や結婚関連品などの提案や相談をお受けしております。このブライダ

ル紹介件数は月間50件以上のお問合せがあります。 
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③ 情報セキュリティの強化 

情報セキュリティにつきましては、当社は、1999年のプライバシーマークの取得に続き、2004

年には、情報セキュリティに関する２大認証（ＩＳＭＳ、ＢＳ７７９９）を取得いたしました。

さらに、2005年10月国際標準化機構（ＩＳＯ）によりＢＳ７７９９をベースとした情報セキュリ

ティマネジメントシステムの国際規格「ＩＳＯ２７００１」が発行されたことにいち早く対応し、

より厳しくなった要求事項をクリアの上移行審査を受け、12月に規格発行から2ヶ月という短期間

で「ＩＳＯ２７００１」を取得しております。個人情報管理を含むツヴァイの情報セキュリティ

マネジメントシステム（全システム・全従業員・全拠点を対象）が、国際規格を含めた３つの認

証機関により審査され、適切かつ安全に管理していることが客観的に評価されました。結婚相手

紹介サービス業界でははじめてのこととなります。 

 

以上の結果、当期業績は営業収益4,448百万円（前期比103.3％）となり、5期連続増収を達成する

ことができました。また、利益につきましては、営業利益507百万円（前期比112.4％）、経常利益は

523百万円（前期比126.4％）、当期純利益は306百万円（前期比142.5％）となりました。営業利益お

よび経常利益につきましては、過去最高益を達成することができました。 

 

（注1）プライバシーマークとは、財団法人日本情報処理開発協会により付与される個人情報の取り扱いに関する評価認定

制度の１つです。ＪＩＳ規格であるＪＩＳＱ１５００１に準拠した個人情報の取り扱いに関するコンプライアンスプロ

グラム（個人情報保護措置）に基づいて審査を行ない、個人情報を正しく扱っている企業を認定します。 

（注2）ＩＳＭＳとは、財団法人日本情報処理開発協会が、2002年4月から運用を行なっている情報セキュリティマネジメン

トシステムに関する適合性評価制度です。旧通商産業省の「情報処理サービス業情報処理システム安全対策実施事業所

認定制度」に代わる第三者認証制度として運用されています。 

（注3）ＢＳ７７９９とは、British Standard Institution（英国規格協会）によって規定される、企業・団体向けの情報

システムセキュリティ管理のガイドラインです。審査は、英国貿易産業省によって権威付けされたUnited Kingdom 

Accreditation Service（英国認定サービス）の下、ＢＳ７７９９審査機関として認定された各国の企業・団体により

実施されます。 

（注4）ＩＳＯ２７００１とは、2005年10月15日に、International Organization for Standardization（国際標準化機

構）により発行された情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準規格です。実際の認証制度の運用はＩ

ＳＯ加盟各国の認定機関が行ない、審査は各国認定機関により認められた審査機関により実施されます。この規格は、

ＢＳ７７９９－２：２００２をベースとして作られております。ＩＳＯ２７００１の発行に伴い、一定の移行期間を経

て、ＩＳＭＳ認証やＢＳ７７９９認証はすべてＩＳＯ２７００１に収斂されることとなります。 

 

（2）財政状態 

総資産は、前期末に比較し564,936千円増加し、4,128,069千円（前期比115.9％）となりました。

株主資本は、426,569千円増加し、2,893,175千円（前期比117.3％）となりました。 

総資産の主な増加要因は、投資有価証券の評価差額等による増加397,594千円と長期貸付金の増加

300,000千円によるものであります。余剰資金の運用につきましては、従来の金融機関への定期預金

からイオンクレジットサービス㈱とイオン㈱での運用としたことにより、現金及び預金から関係会

社預け金200,000千円、短期貸付金500,000千円、長期貸付金300,000千円に振り替わっております。 

これにより株主資本比率は70.1％、ＲＯＡ（総資本経常利益率）は13.6％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当期における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という。）は、前期末1,776,214千円に比較し

675,841千円減少し、1,100,372千円（前期比62.0％）となりました。主な要因は、余剰資金の運用

を、従来の金融機関への定期預金からイオンクレジットサービス㈱での運用に変更したことにより、

現金及び預金から短期貸付金、長期貸付金に振り替わったことによります。 
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当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

営業活動の結果得られた資金は357,094千円（前期比203.3％）となりました。その主な内訳は、

税引前当期純利益523,243千円、減価償却費114,249千円による収入と、営業債務の減少101,762千円、

役員賞与の支払額20,600千円、法人税等の支払116,881千円による支出であります。 

 

（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954,753千円（前期比864.5％）となりました。その主な内訳は、

貸付による支出800,000千円、投資有価証券の取得による支出30,000千円、有形固定資産の取得によ

る支出40,121千円、無形固定資産の取得による支出71,931千円であります。 

 

（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78,182千円（前期は502,800千円の収入）となりました。その主な

内訳は、配当金の支払によるものであります。 

 

 

なお、キャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりであります。 

 2004年2月期 2005年2月期 2006年2月期 

自己資本比率 58.9 69.2 70.1 

時価ベースの自己資本比率 － 395.1 210.7 

債務償還年数 － － － 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ － － － 

 

（注）1.自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

2.時価ベースの自己資本比率については、2004年以前は非上場であり、株価がないため記載し

ておりません。 

3.債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、有利子負債はありません

ので、記載しておりません。 

 

(3) 次期の見通し 

結婚相手紹介サービス業を取り巻く環境については、潜在市場の大きさに対して、まだサービス

利用者は少ない状況であり、社会的な背景等を考慮しても、今後も成長が見込める市場であると判

断しております。当社におきましては、業界のリーディングカンパニーとして、当社が提供する

サービスをより多くの人に利用していただけるように積極的な営業活動を続けてまいります。 

新規営業拠点の開設を推進するとともに、既存営業拠点においても移転・活性化を計画的に実施

いたします。お客さまのニーズに合わせた商品コースを開発し、入会者の増加を図ってまいります。

また、親御様説明会等のさまざまな機会を通じて、当社のサービスをご理解いただく取り組みも継

続して実施してまいります。 

顧客サービスにおきましては、お相手のご紹介のみにとどまらず、会員様のいろいろなご相談に

対応する体制の強化を図ってまいります。特に、ご成婚を決められた後のブライダルサービスを強

化し、サービスエリア・サービスメニューの拡大等を実施してまいります。 

通期の業績見通しといたしましては、売上高4,750,000千円（前期比106.8％）、経常利益575,000

千円（前期比109.9％）、当期純利益318,000千円（前期比103.8％）を見込んでおります。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画および資金充当実績 
 

当社は2004年10月28日のジャスダック上場に際し、2004年10月27日を払込期日とする公募増資によ

り564百万円を調達いたしました。なお、資金使途計画および資金充当実績は概略以下のとおりであ

ります。 

 

（1）資金使途計画 

調達資金は将来の成長戦略に備えてシステム投資および新規営業拠点等の設備資金に充当する計

画であります。 

 

（2）資金充当実績 

2004年10月27日を払込期日とする公募増資の資金使途は概ね計画どおりに進行中であります。 
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（1） 貸借対照表

 対前年比

区分
注記
番号

 構成比
（％）

金額（千円）
 構成比
（％）

 増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 1,776,214 861,232    △914,981     

２．売掛金 282,815    315,220    32,404          

３．前払費用 13,933      19,056      5,122           

４．繰延税金資産 9,675       20,309      10,634          

５．関係会社預け金 ※１ -             239,139    239,139        

６．短期貸付金 -             500,000    500,000        

７．その他 1,878       9,545       7,667           

貸倒引当金 △1,651    △2,071    △420           

流動資産合計 2,082,865 58.5     1,962,433 47.5     △120,432     

Ⅱ 固定資産

 （１）有形固定資産

１．建物 140,080    169,211    

        減価償却累計額 53,552      86,528      81,525      87,686      1,157           

２．器具及び備品 157,250    164,759    

        減価償却累計額 74,297      82,952      119,409    45,350      △37,601      

     有形固定資産合計 169,481    4.7       133,036    3.2       △36,444      

 （２）無形固定資産

１．ソフトウェア 34,747      64,422      29,675          

２．その他 3,650       3,650       -                 

     無形固定資産合計 38,397      1.1       68,072      1.7       29,675          

 （３）投資その他の資産

１．投資有価証券 1,024,012 1,421,607 397,594        

２．長期貸付金 -             300,000    300,000        

３．敷金 224,610    237,310    12,700          

４．前払年金費用 23,765      5,308       △18,456      

５．長期前払費用 -             300          300              

投資その他の資産合計 1,272,387 35.7     1,964,525 47.6     692,137        

固定資産合計 1,480,266 41.5     2,165,635 52.5     685,369        

資産合計 3,563,132 100.0   4,128,069 100.0   564,936        

５．個別財務諸表等

 第21期
（2005年2月20日）

金額（千円）

 第22期
（2006年2月20日）
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 対前年比

区分
注記
番号

 構成比
（％）

 構成比
（％）

 増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．支払手形 ※５ 94,433      -             △94,433      

２．買掛金 57,475      50,146      △7,328        

３．未払金 54,032      69,267      15,235          

４．未払費用 95,440      100,007    4,567           

５．未払法人税等 50,023      182,912    132,889        

６．未払消費税等 27,044      17,263      △9,780        

７．前受金 305,454    272,955    △32,499      

８．賞与引当金 11,746      11,188      △558           

９．設備未払金 3,801       -             △3,801        

   10．その他 1,469       1,524       55                

流動負債合計 700,920    19.7     705,266    17.1     4,345           

Ⅱ 固定負債

１．繰延税金負債 362,711    497,107    134,395        

２．役員退職慰労引当金 32,894      32,520      △374           

固定負債合計 395,605    11.1     529,627    12.8     134,021        

負債合計 1,096,525 30.8     1,234,893 29.9     138,367        

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※２ 444,000    12.5     444,000    10.8     -                 

Ⅱ 資本剰余金

１．資本準備金 450,000    450,000    -                 

資本剰余金合計 450,000    12.6     450,000    10.9     -                 

Ⅲ 利益剰余金

１．利益準備金 60,000      60,000      -                 

２．任意積立金

1）別途積立金 700,000    700,000    800,000    800,000    100,000        

３．当期未処分利益 250,269    357,934    107,665        

利益剰余金合計 1,010,269 28.3     1,217,934 29.5     207,665        

Ⅳ その他有価証券評価差額金 562,337    15.8     781,423    18.9     219,086        

Ⅴ 自己株式 ※３ -             - △182       △0.0   △182           

資本合計 2,466,606 69.2     2,893,175 70.1     426,569        

負債資本合計 3,563,132 100.0   4,128,069 100.0   564,936        

金額（千円）

 第21期
（2005年2月20日）

 第22期
（2006年2月20日）

金額（千円）
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（2） 損益計算書

 対前年比

区分
注記
番号

 百分比
（％）

 百分比
（％）

 増減
（千円）

Ⅰ 売上高 4,306,746  100.0   4,448,981  100.0   142,235        

Ⅱ 売上原価 2,361,050  54.8     2,256,366  50.7     △104,683     

売上総利益 1,945,695  45.2     2,192,614  49.3     246,918        

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,494,199  34.7     1,685,189  37.9     190,990        

営業利益 451,496    10.5     507,425    11.4     55,928          

Ⅳ 営業外収益

   １．受取利息 205          2,624       

   ２．受取配当金 9,981       11,727      

   ３．雑収入 2,573       12,760      0.3       1,712       16,064      0.4       3,304           

Ⅴ 営業外費用

   １．株式公開費用 49,763      -             

   ２．雑損失 386          50,149      1.2       246          246          0.0       △49,903       

経常利益 414,106    9.6       523,243    11.8     109,136        

Ⅵ 特別損失

   １．固定資産除却損 ※２ 2,832       -             

   ２．退職給付制度改定に伴う損失 ※３ 17,704      -             

   ３．支社移転費用 7,750       28,287      0.6       -             -             -         △28,287       

税引前当期純利益 385,819    9.0       523,243    11.8     137,423        

法人税、住民税及び事業税 134,250    241,724    

法人税等還付額 △2,843    -             

法人税等調整額 39,467      170,874    4.0       △24,747   216,977    4.9       46,102          

当期純利益 214,944    5.0       306,265    6.9       91,320          

前期繰越利益 35,324      51,669      16,344          

当期未処分利益 250,269    357,934    107,665        

金額（千円）

 第22期
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

金額（千円）

 第21期
自 2004年2月21日
至 2005年2月20日
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（売上原価明細書）

 対前年比

区分
注記
番号

 百分比
（％）

 百分比
（％）

 増減
（千円）

  媒体費 1,285,753  54.5     1,185,408  52.5     △100,344     

  コミッション 463,555    19.6     425,638    18.9     △37,917       

  情報提供人件費 173,003    7.3       171,939    7.6       △1,063        

  情報提供通信費 165,787    7.0       188,152    8.4       22,365          

  イベント費 106,162    4.5       115,660    5.1       9,498           

  その他 166,787    7.1       169,566    7.5       2,778           

売上原価合計 2,361,050  100.0   2,256,366  100.0   △104,683     

 第21期
自 2004年2月21日
至 2005年2月20日

 第22期
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

金額（千円） 金額（千円）
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（3） キャッシュ・フロー計算書

 第21期
自 2004年2月21日
至 2005年2月20日

 第22期
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
 増減
（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 385,819                      523,243                      137,423                

減価償却費 100,333                      114,249                      13,915                  

貸倒引当金の増加額（△減少額） △194                         420                            614                      

賞与引当金の減少額 △2,015                      △558                         1,457                   

退職給付引当金の増加額 11,618                        -                               △11,618               

前払年金費用の減少額 -                               18,456                        18,456                  

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 8,364                         △374                         △8,738                

受取利息及び受取配当金 △10,186                     △14,352                     △4,165                

有形固定資産除却損 2,878                         -                               △2,878                

退職給付制度改定に伴う損失 17,704                        -                               △17,704               

売上債権の増加額 △27,089                     △32,404                     △5,315                

前払費用の増加額 △418                         △5,122                      △4,704                

その他流動資産の減少額（△増加額） 3,061                         △7,667                      △10,729               

営業債務の減少額 △174,849                   △101,762                   73,087                  

未払金の増加額（△減少額） △43,111                     15,235                        58,347                  

未払費用の増加額 9,459                         4,567                         △4,892                

未払消費税等の減少額 △197                         △9,780                      △9,583                

前受金の増加額（△減少額） 189,264                      △32,499                     △221,763             

その他流動負債の増加額（△減少額） △265                         9,009                         9,274                   

その他 119                            △436                         △555                   

役員賞与の支払額 △10,900                     △20,600                     △9,700                

小計 459,396                      459,624                      227                      

利息及び配当金の受取額 10,186                        14,352                        4,165                   

確定拠出年金制度への移行等に伴う支払額 △114,343                   -                               114,343                

法人税等の支払額 △179,583                   △116,881                   62,701                  

営業活動によるキャッシュ・フロー 175,655                      357,094                      181,439                
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 第21期
自 2004年2月21日
至 2005年2月20日

 第22期
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

 対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
 増減
（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 -                               △100,000                   △100,000             

定期預金の払戻による収入 -                               100,000                      100,000                

短期貸付けによる純減少額 -                               △500,000                   △500,000             

長期貸付けによる支出 -                               △300,000                   △300,000             

投資有価証券の取得による支出 -                               △30,000                     △30,000               

有形固定資産の取得による支出 △84,670                     △40,121                     44,548                  

無形固定資産の取得による支出 △668                         △71,931                     △71,262               

敷金の差入による支出 △59,049                     △14,995                     44,054                  

敷金の回収による収入 33,944                        2,295                         △31,649               

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,443                   △954,753                   △844,309             

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

株式発行による収入 564,000                      -                               △564,000             

自己株式の取得による支出 -                               △182                         △182                   

配当金の支払額 △61,200                     △78,000                     △16,800               

財務活動によるキャッシュ・フロー 502,800                      △78,182                     △580,982             

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 568,011                      △675,841                   △1,243,853          

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,208,202                    1,776,214                    568,011                

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,776,214                    1,100,372                    △675,841             
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（4） 利益処分計算書または利益処分案

区分
注記
番号

  Ⅰ 当期未処分利益 250,269                357,934                

  Ⅱ 利益処分額

１．配当金 78,000 77,998

２．役員賞与金 20,600 19,500

 （うち監査役賞与金） （600） （ - ）

３．任意積立金

  別途積立金 100,000 198,600                200,000 297,498                

  Ⅲ  次期繰越利益 51,669                  60,436                  

 第21期
株主総会承認日
（2005年5月14日）

 第22期
株主総会承認予定日
（2006年5月16日）

金額（千円） 金額（千円）
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重要な会計方針 

項目 
第21期 

（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法  

その他有価証券 

  時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

２．固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

    経済的耐用年数に基づく定額法を

採用しております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

    建物（建物附属設備）3～10年 

    器具及び備品        3～10年 

 

(2) 無形固定資産 

    自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（3～

5年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

 

(2) 賞与引当金 

  従業員に支給する賞与に備え、支

給見込額のうち当事業年度に負担す

べき金額を計上しております。 

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
第21期 

（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

  (3) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、

計上しております。 

    なお、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(10年)による定額法

により翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、

計上しております。 

    なお、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(10年)による定額法

により翌事業年度から損益処理する

こととしております。 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 

同左 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

および容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３か月以内に償還

期限の到来する短期投資からなってお

ります。 

 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

  消費税および地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

第21期 
（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

 

────── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年8月9日））および「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 

平成15年10月31日）が平成16年3月31日以降に終了する

事業年度に係る財務諸表から適用できることになった

ことに伴い、当事業年度から同会計基準および同適用

指針を適用しております。なお、これによる当事業年

度の損益に与える影響はありません。 

 

 

 

追加情報 

第21期 
（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

（「特定商取引に関する法律」の適用) 

 2004年1月1日より「特定商取引に関する法律」が適

用されたことに伴い、入会契約を変更しております。

これに伴い、売上高のうち活動サポート費収入のサー

ビス未提供部分対応金額については、退会時返還義務

が生じるため、当該金額を前受金に計上しておりま

す。 

当事業年度末時点における当該前受金の金額は、

289,722千円であります。 

また、従来と同様の会計処理をした場合と比較し

て、売上高、営業利益、経常利益および税引前当期純

利益がそれぞれ187,201千円少なく計上されておりま

す。 

 

（法人事業税における外形標準課税分の損益計算書上の

表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」平成16年2月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税

の付加価値割および資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が8,953千円増加

し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が、

8,953千円減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第21期 
（2005年2月20日） 

第22期 

（2006年2月20日） 

※１               ────── 

 

※１ 関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契

約に基づく寄託運用預け金等であります。 

 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

     授権株式数          普通株式   14,400,000株 

     発行済株式総数      普通株式    3,900,000株 

 

※３               ────── 

 

 

 

４ 配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する、資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は562,337

千円であります。 

 

※５ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、期末日満期手形が

以下の科目に含まれております。 

支払手形          36,053千円 

 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

     授権株式数          普通株式   14,400,000株 

     発行済株式総数      普通株式    3,900,000株 

 

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式80株で

あります。 

 

４ 配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する、資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は781,423

千円であります。 

 

※５              ────── 
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（損益計算書関係） 

第21期 
（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は7％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％であり

ます。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は7％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％であり

ます。 

      主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

      役員報酬                      85,023千円 

      社員給与                     146,388千円 

      社員賞与                      71,513千円 

      フレックス社員等給与          96,842千円 

      地代家賃                     226,724千円 

      店舗維持費                    88,505千円 

      減価償却費                   100,333千円 

      通信費                       101,394千円 

      事務用消耗品費               140,205千円 

      賞与引当金繰入額              11,746千円 

      退職給付費用                  26,869千円 

      役員退職慰労引当金繰入額      14,864千円 

      貸倒引当金繰入額               1,069千円 

 

      主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

      役員報酬                      76,590千円 

      社員給与                     174,097千円 

      社員賞与                      70,243千円 

      フレックス社員等給与         103,192千円 

      地代家賃                     264,972千円 

      店舗維持費                   103,202千円 

      減価償却費                   114,249千円 

      通信費                       101,522千円 

      事務用消耗品費               171,807千円 

      賞与引当金繰入額              11,188千円 

      退職給付費用                  28,078千円 

      役員退職慰労引当金繰入額      11,066千円 

      貸倒引当金繰入額               2,071千円 

 

※２ 固定資産除却損は、建物2,352千円、器具及び備品

480千円であります。 

 

※２               ────── 

※３ 退職給付制度改定に伴う損失は、厚生年金基金か

ら企業年金基金へ制度を移行した後、企業年金基金

の積立金の一部を確定拠出年金制度へ移換したこと

等に伴い発生した損失であります。 

 

※３               ────── 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第21期 
（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金                     1,776,214千円

現金及び現金同等物               1,776,214千円 

 

 

現金及び預金                       861,232千円 

関係会社預け金                     239,139千円

現金及び現金同等物               1,100,372千円 
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（リース取引関係） 

第21期 
（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 47,044 25,866 21,178

合計 47,044 25,866 21,178

 

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 48,343 29,065 19,278

合計 48,343 29,065 19,278

 
(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 9,325千円

１年超 12,632千円

合計 21,957千円
  

 
１年内 7,127千円

１年超 13,099千円

合計 20,227千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
 
支払リース料 11,518千円

減価償却費相当額 11,114千円

支払利息相当額 481千円
  

 
支払リース料 10,668千円

減価償却費相当額 10,425千円

支払利息相当額 422千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                               

第21期 
（2005年2月20日） 

第22期 
（2006年2月20日） 

 種類 
取得原価

（千円）

貸借対照表

計  上  額

（千円）

差額 

（千円）

取得原価 

（千円） 

貸借対照表

計  上  額 

（千円） 

差額 

（千円）

株式 24,000 968,272 944,272 76,143 1,387,257 1,311,113
貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
小計 24,000 968,272 944,272 76,143 1,387,257 1,311,113

株式 52,143 51,389 △ 753 － － －
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 52,143 51,389 △ 753 － － －

合      計 76,143 1,019,662 943,518 76,143 1,387,257 1,311,113

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容                                         

第21期 
（2005年2月20日） 

第22期 
（2006年2月20日） 

 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

  非上場株式（店頭売買株式を除く） 4,350 34,350 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

    第21期（自 2004年2月21日 至 2005年2月20日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

第22期（自 2005年2月21日 至 2006年2月20日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

第21期 
（2005年2月20日） 

第22期 
（2006年2月20日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、従来、親会社であるイオン株式会社および同

社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の厚生

年金基金制度ならびに確定拠出年金制度および退職金前

払制度を設けておりましたが、厚生年金基金の代行部分

について、2004年5月31日に厚生労働大臣から過去分返上

の認可を受け、2005年2月17日に国に返還額（最低責任準

備金）の納付を行ないました。 

また、代行部分以外は、過去分返上の認可の日におい

て確定給付型の企業年金基金へ移行し、当該企業年金基

金の積立金の一部を確定拠出年金制度へ移換しました。

この結果、当事業年度末現在の退職給付制度は、イオ

ン株式会社および同社の主要国内関係会社で設立してい

る確定給付型の企業年金基金制度ならびに確定拠出年金

制度および退職金前払制度となりました。 

  

 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、親会社であるイオン株式会社および同社の主

要国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基

金制度ならびに確定拠出年金制度および退職金前払制度

を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

     退職給付債務                   △279,502千円

      年金資産                         193,771千円

      未積立退職給付債務              △85,731千円

      未認識数理計算上の差異           109,496千円

      前払年金費用                      23,765千円

２．退職給付債務に関する事項 

     退職給付債務                   △253,489千円

      年金資産                         160,526千円

      未積立退職給付債務              △92,962千円

      未認識数理計算上の差異            98,271千円

      前払年金費用                       5,308千円

 

３．退職給付費用に関する事項 

（自 2004年2月21日 至 2005年2月20日） 

      勤務費用                           6,914千円

      利息費用                           6,172千円

      期待運用収益                     △3,628千円

      数理計算上の差異の費用処理額      10,015千円

      その他 （注1）                     7,394千円

       退職給付費用                      26,869千円

      退職給付制度の改定に伴う損失(注2) 17,704千円
         合計                            44,573千円
 

（注）１．確定拠出年金の掛金支払額および退職金前払

制度による従業員に対する前払退職金支給額で

あります。 

２．厚生年金基金から企業年金基金へ制度を移行

した後、企業年金基金の積立金の一部を確定拠

出年金制度へ移換したこと等に伴い発生した損

失であります。 

３．退職給付費用に関する事項 

（自 2005年2月21日 至 2006年2月20日） 

      勤務費用                           6,041千円

      利息費用                           6,708千円

      期待運用収益                     △3,778千円

      数理計算上の差異の費用処理額      12,741千円

      その他 （注）                      6,365千円

       退職給付費用                      28,078千円

       

（注）確定拠出年金の掛金支払額および退職金前払制度

による従業員に対する前払退職金支給額でありま

す。 
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第21期 
（2005年2月20日） 

第22期 
（2006年2月20日） 

  
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

      退職給付見込額の期間配分方法    期間定額基準

      割引率                                 2.4％

      期待運用収益率                        2.29％

       数理計算上の差異の処理年数 

発生翌年度より10年

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

      退職給付見込額の期間配分方法    期間定額基準

      割引率                                 2.4％

      期待運用収益率                        1.95％

       数理計算上の差異の処理年数  

発生翌年度より10年

 

 

（税効果会計関係） 

第21期 
（2005年2月20日） 

第22期 
（2006年2月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (1) 流動の部                                 

    繰延税金資産 

      未払事業税否認                     3,274千円

      賞与引当金損金算入限度超過額       4,745千円

      その他                             1,655千円

        合計                             9,675千円

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (1) 流動の部                                 

    繰延税金資産 

      未払事業税否認                    14,666千円

      賞与引当金損金算入限度超過額       4,519千円

      その他                             1,122千円

        合計                            20,309千円

(2) 固定の部                                

   繰延税金資産 

     役員退職慰労引当金超過額          13,289千円

     減価償却超過額                     9,402千円

     電話加入権評価損                   2,771千円

     投資有価証券評価損                 2,569千円

     その他                                39千円

       合計                            28,071千円

   繰延税金負債 

     前払年金費用                     △9,601千円

     その他有価証券評価差額金       △381,181千円

       合計                         △390,782千円

    繰延税金負債の純額              △362,711千円

(2) 固定の部                                

   繰延税金資産 

     役員退職慰労引当金超過額          13,138千円

     減価償却超過額                    16,248千円

     電話加入権評価損                   2,771千円

     投資有価証券評価損                 2,569千円

       合計                            34,727千円

   繰延税金負債 

     前払年金費用                     △2,144千円

     その他有価証券評価差額金       △529,689千円

       合計                         △531,834千円

    繰延税金負債の純額               △497,107千円

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

       法定実効税率                          41.7％

       （調整） 

         住民税均等割                         2.8％

         受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目                 △0.5％

         その他                               0.3％

       税効果会計適用後の法人税等の負担率    44.3％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

       法定実効税率                          40.4％

       （調整） 

         住民税均等割                         2.4％

         交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％

         受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目                 △0.5％

         ＩＴ投資促進減税                   △1.5％

         その他                               0.1％

       税効果会計適用後の法人税等の負担率    41.5％
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（持分法損益等） 

第21期（自 2004年2月21日 至 2005年2月20日） 

      該当事項はありません。 

 

第22期（自 2005年2月21日 至 2006年2月20日） 

      該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

第21期（自2004年2月21日 至2005年2月20日） 

該当事項はありません。 

 

第22期（自2005年2月21日 至2006年2月20日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の
内容又
は職業

議決権等の
被所有割合
（％） 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社 
イオン株式
会社 

千葉県
千葉市
美浜区 

101,798 小売業
(被所有) 
直接 77.69
間接  4.77

兼任2名
兼務2名

なし 
資金の寄託運用他 
利息の受取 

739,139
264
関係会社

預け金 
239,139

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

              寄託運用資金の適用金利は、市場金利を勘案し決定しております。 

 

(2）兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合 
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社の
子会社 

イオンクレ
ジットサー
ビス株式会
社 

東京都
千代田
区 

15,466 金融業

(所有) 
直接  0.24
(被所有) 
直接  0.77

－ なし 
資金の貸付 
利息の受取 

1,400,000
2,275

短期貸付金
長期貸付金

500,000
300,000

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

              貸付金の適用金利は、市場金利を勘案し決定しております。 
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（１株当たり情報） 

第21期 
（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

 

１株当たり純資産額 627.18円 

１株当たり当期純利益 52.60円 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

当社は、2004年8月6日付で株式1株につき1,000株の株

式分割を行なっております。 

なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した

場合の前事業年度の1株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 450.91円 

１株当たり当期純利益 66.74円 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

１株当たり純資産額 736.86円 

１株当たり当期純利益 73.53円 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

      （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 第21期 
（自 2004年2月21日 
至 2005年2月20日） 

第22期 
（自 2005年2月21日 
至 2006年2月20日） 

当期純利益（千円） 214,944 306,265 

普通株主に帰属しない金額（千円） 20,600 19,500 

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） （20,600） （19,500） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 194,344 286,765 

期中平均株式数 （株） 3,695,081 3,899,973 

 

（重要な後発事象） 

第21期（自 2004年2月21日 至 2005年2月20日） 

      該当事項はありません。 

 

第22期（自 2005年2月21日 至 2006年2月20日） 

      該当事項はありません。 
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（1） 販売実績

① 売上種類別販売実績 （単位：千円）

第21期
自 2004年2月21日
至 2005年2月20日

 構成比
（％）

第22期
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

 構成比
（％）

前期比
（％）

1,547,511 35.9 1,536,995 34.5 99.3

2,602,867 60.4 2,728,063 61.3 104.8

137,038 3.2 162,543 3.7 118.6

19,328 0.5 21,378 0.5 110.6

4,306,746 100.0 4,448,981 100.0 103.3

（注） １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．入会金売上には、登録料と活動サポート費収入が含まれております。

② 地域別販売実績 （単位：千円）

第21期
自 2004年2月21日
至 2005年2月20日

 構成比
（％）

第22期
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

 構成比
（％）

前期比
（％）

144,746 3.4 156,466 3.5 108.1

2,411,883 56.0 2,489,982 56.0 103.2

514,882 11.9 545,302 12.2 105.9

1,000,958 23.2 1,015,031 22.8 101.4

140,353 3.3 140,490 3.2 100.1

93,921 2.2 101,707 2.3 108.3

4,306,746 100.0 4,448,981 100.0 103.3

（2） 会員数 （単位：千人）

第21期
（2005年2月20日）

 構成比
（％）

第22期
（2006年2月20日）

 構成比
（％）

前期比
（％）

19.1 46.8 18.7 46.7 97.6

21.7 53.2 21.3 53.3 98.1

40.9 100.0 40.0 100.0 97.9

（3） 法人契約数

 増減

3

23

26

54

595

541

57

564

621

 第21期
（2005年2月20日）

 第22期
（2006年2月20日）

合計

 男性会員数

 女性会員数

６．販売の状況

種類別

 関東・甲信越地区

 その他

合計

 北海道・東北地区

 入会金売上  （注2）

 情報提供料

 パーティ収入

地域別

 その他企業及び団体

合計

 官公庁及び地方自治体

 中国・四国地区

 九州・沖縄地区

合計

 北陸・中部地区

 近畿地区
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７．役員の異動 
 
当社は、2006年5月16日開催の第22期定時株主総会により、次のとおり役員の異動を行なう予定であります。 

 

（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（2）その他の役員の異動 

① 新任取締役候補 

取締役  稲田 道治（現 東日本営業本部長兼法人営業部長） 

 

② 退任予定取締役 

     取締役  岡田 元也（現 取締役相談役） 

 

③ 新任監査役候補 

     （非常勤）監査役  西村 正克（現 リフォームスタジオ株式会社代表取締役社長） 

（非常勤）監査役  杉山 和弘（現 株式会社イオンファンタジー常勤監査役） 

     （非常勤）監査役  西島 真治（現 ウエルシア関東株式会社財務経理部いいの担当部長） 

 

④ 退任予定監査役 

     （非常勤）監査役  竹中 昭敏 

     （非常勤）監査役  小岩井 恭文 

     （非常勤）監査役  辻 晴芳 

 

⑤ 昇格予定取締役 

     （専務取締役）池田 晃（現 常務取締役管理本部長） 

     （常務取締役）板垣 吉昭（現 取締役会員サービス本部長） 
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