
 

２００７年２月期         中間決算短信（非連結）                        2006年10月4日 

上場会社名   株式会社ツヴァイ                                   上場取引所         ＪＱ 

コード番号   ２４１７                                           本店所在都道府県   東京都 

（URL http://www.zwei.com/） 

代    表    者  役職名  代表取締役社長        氏名  田路  正 

問合せ先責任者  役職名  管理本部長       氏名  福島 徹    ＴＥＬ    （０３）３５１９-７２８１ 

決算取締役会開催日   2006年10月4日                              中間配当制度の有無    有 

中間配当支払開始日   －                                         単位株制度採用の有無  有（1単元 100株） 

親会社名             イオン株式会社（コード番号：８２６７）     親会社における当社の株式保有比率 77.7％ 

 
１．2006年8月中間期の業績（2006年2月21日～2006年8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8月中間期 2,292,953    (  5.7) 213,516    ( 28.3) 227,117    ( 29.6)

2005年8月中間期 2,169,093    ( 9.1) 166,379    (154.3) 175,183    (157.2)

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

 

 中間（当期）純利益 
1株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後1株当たり 
中間(当期)純利益 

 千円         ％ 円      銭 円      銭

2006年8月中間期 141,466    ( 34.1) 36      27   －      －

2005年8月中間期 105,510    (325.1) 27      05   －      － 

2006年2月期 306,265    ( 42.5) 73      53   －      －
（注）①持分法投資損益           2006年8月中間期    －千円   2005年8月中間期    －千円   2006年2月期      －千円 

      ②期中平均株式数           2006年8月中間期 3,899,920株 2005年8月中間期 3,900,000株 2006年2月期 3,899,973株 

      ③会計処理方法の変更       無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（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)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 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 千円 千円 ％ 円      銭

2006年8月中間期 4,079,765 2,855,290 70.0 732      14

2005年8月中間期 3,552,414 2,486,914 70.0 637      67

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

（注）①期末発行済株式数         2006年8月中間期 3,900,000株  2005年8月中間期 3,900,000株  2006年2月期 3,900,000株 

      ②期末自己株式数           2006年8月中間期        80株  2005年8月中間期        －株  2006年2月期        80株 

 

(3)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8月中間期 179,828 △619,513 △77,998 582,689

2005年8月中間期 77,759 △1,337,324 △78,000 438,649

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

 

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

 売上高 経常利益 当期純利益 

 千円 千円 千円 
通  期 4,750,000 575,000 318,000 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）81円54銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

2006年2月期 － 20.00 20.00 

2007年2月期（実績） － － 

－ 23.00 
23.00 

2007年2月期（予想） 

 
（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、多分に不確定な

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。 
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（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8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。同社は企業集団「イオン」の中核企業

であります。「イオン」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。 

当社は、企業集団「イオン」の中にあって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   ブライダル     

                                                   システム                  サービス      

 

 

           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。 

 

 

 

 

2



２．経営方針 

 
（1）会社の経営の基本方針 

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1株当たり純利益は81円54銭を見込んでおりますので、配

当金は1株につき普通配当23円を予定しております。 

 

（3）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（自己資本利益率）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。 

 

（4）中長期的な会社の経営戦略 

 当社を取り巻く環境は、2005年に実施されました国勢調査速報値の結果でも明らかなように「未

婚化」「晩婚化」の傾向がますます顕著になっております。国立社会保障・人口問題研究所の調査

では、その理由として、「出会いの機会がない」というのが一番にあげられており、出会いの機会

を提供する当社の社会的役割の重要度は増しております。 

 そのような環境の中で、当社は、当社が提供しているサービスをもっと多くの人にご利用いただ

き、幸せなカップルを増やしていくことに重点を置くとともに、出会いから結婚に至るまでのさま

ざまな場面に適したサービスが提供できる体制を作ってまいります。 

 

（5）会社の対処すべき課題 

① 営業力の強化 

  当社の営業拠点は、当事業年度開設の長野（8月18日）・長崎（9月28日）で、50拠点となりまし

た。今後も積極的に出店をさせていくとともに、既存営業拠点の移転・活性化を積極的に進めてま

いります。また、顧客の変化に迅速に対応するべくマーケティングに力をいれていくとともに商品

コースの見直しや新たな出会いの機会の創出など多様化するニーズを確実に具現化してまいります。 

 

② 会員サービスの充実 

コーディネート機能を充実させるために、コーディネーターを積極的に増員してまいります。ま

た、会員からのご相談をお受けする機会を拡大させるために、専門のアドヴァイザーが営業拠点に

出向いて、直接会員とお話しする「出張アドヴァイジング」を推進して、会員の活動を積極的にサ

ポートしてまいります。 

 

③ 計画的なＩＴ投資 

当社の基幹システムであるマッチングシステムやマイページサービスシステムなどを計画的に見

直し、バージョンアップを図っていくとともに、顧客ニーズに対応した適切なＩＴ投資を実施して

まいります。 

 

④ 新規事業の拡大 

ブライダル事業を中心とした新規事業を新たな収益の柱として育成してまいります。ブライダル

事業におきましては、首都圏に続き、大阪、名古屋のブライダルコンシェルジュデスクを軌道にの

せるとともに、インターネットを活用した集客やサービス提供を実施してまいります。また、旅行
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やドレスなどのサービスメニューの充実を図り、より顧客ニーズに対応したサービスに育ててまい

ります。 

 

（6）親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等 

イオン株式会社 親会社 
82.46 

（4.77） 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数である。 

 

② 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係 

当社の社外取締役の林直樹は親会社の執行役を兼務しております。当中間期末現在で当社株式

1,000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。 

また、当社は、親会社から若干名の従業員の出向を受けております。 

当社は、余剰資金を親会社と同社の子会社のイオンクレジットサービス株式会社にて運用をして

おりますが、適用金利につきましては市場金利を勘案し決定しております。 

 

③ 親会社等からの独立性の確保について 

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。また、当社の経営上の重要事項については、当社自らが

意思決定を行っており、親会社等からの独立性は十分に確保されているものと考えております。 

 

（7）内部管理体制の整備・運用状況 

内部管理体制の整備・運用状況につきましては、有価証券上場規定第８条の３及び適時開示規則

第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」において記載しております。 

 

（8）その他、経営上の重要な課題 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 
（1）経営成績 

当中間会計期間におきましては、営業力強化の方針のもと既存営業拠点の移転・活性化を積極的

に取り組みました。３月21日に「ツヴァイ柏」、６月21日に「ツヴァイ松山」、７月22日に「ツ

ヴァイ熊本」をそれぞれ移転オープンさせました。また、新規営業拠点として、８月18日には当社

49番目の営業拠点として「ツヴァイ長野」をオープンさせました。今年度オープンの４営業拠点は、

ナチュラルライティングタイプの営業拠点として、特殊フィルム加工をしたガラスパネルを利用し、

明るく開放的な雰囲気となっております。また、カウンセリングルームを可動式のパネルで移動さ

せることで機動的にレイアウトが変更できパーティスペースがつくれるようになっております。今

後は、会員の出会いの機会を増やすために積極的にパーティの開催をしてまいります。 

また、ご入会を検討されているお客さまへの後押しをする取り組みとして「最初の一歩応援プラ

ン」キャンペーンを全営業拠点で実施し、新規入会者の獲得に努めました。販売促進手段といたし

まして、新規にご入会いただいたお客さまに、「エンジョイチケット」をプレゼントしました。

「エンジョイチケット」は、パーティへの優待参加、会員のプロフィールとメッセージが満載の会

報誌「出会いの広場」への掲載特典、ご希望のお相手との初めての出会いをセッティングするお引

き合わせサポート、登録写真の変更等のサービスで構成されており、入会当初から、出会い、成婚

にいたるまでの活動をサポートしております。 

 

会員サービスの取り組みといたしまして、会員の写真の登録を、従来の１枚のみの登録から３枚

まで登録ができるサービスを開始いたしました。オフタイムでの表情やライフスタイルが伝わるよ

うな写真など複数の写真を登録することにより、会員の魅力を今まで以上に引き出すことが可能と

なり、自分を積極的にアピールすることで、出会いの機会の拡大につなげていただけるようになり

ました。 

 

ブライダルサービスにつきましては、本社、渋谷で実施しておりました専任プランナーによる

「ブライダルコンシェルジュデスク」サービスを大阪及び名古屋にも拡大しました。また、定期的

に「結婚 HOW TO 相談会」を開催し、結婚準備についての説明会や海外ウエディング・国内リゾー

ト挙式・ジュエリー・ドレスなどの関連商品のご案内をしております。 

イオンとのグループシナジーの一環といたしまして、当期より交際・婚約・結婚の届出により退

会された会員に、新生活へのサポートとして「ブライダルパスポート」を配布いたしました。これ

により、新生活に必要な家電製品やインテリア用品などをイオンで割引価格にてご利用できるよう

になりました。 

 

以上の取り組みにより、当中間会計期間の業績は、売上高2,292,953千円（前年同期比105.7％）、

営業利益213,516千円（同128.3％）、経常利益227,117千円（同129.6％）となりました。また、株

式会社イオンテクノサービスの株式を売却したことにより、特別利益27,000千円を計上しておりま

す。その結果、中間純利益は141,466千円（同134.1％）となりました。 
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（2）財政状態 

総資産は、前期末に比較して48,304千円減少し、4,079,765千円（前期末比98.8％）となりました。

純資産は、前期末に比較して37,885千円減少し、2,855,290千円（同98.7％）となりました。 

主な減少要因は、配当金等の前期利益処分による社外流出と投資有価証券の時価の下落によるも

のであります。 

これにより自己資本比率は70.0％、ＲＯＡ（総資本経常利益率）は5.5％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当中間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、前期末1,100,372千円

に比較し517,683千円減少し、582,689千円（前期末比53.0％）となりました。 

 

当中間会計期間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179,828千円（前年同期比231.3％）となりました。その主な内訳は、

税引前中間純利益254,117千円、減価償却費53,048千円、営業債務の増加額65,385千円による収入と、

法人税等の支払174,741千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619,513千円（前年同期比46.3％）となりました。その主な内訳は、

貸付金300,000千円の増加、投資有価証券90,000千円の取得、保険積立金233,133千円の支出によるも

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77,998千円（前年同期比100.0％）となりました。その内訳は、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。 

 
2005年 

8月期 

2006年 

8月期 

2004年 

2月期 

2005年 

2月期 

2006年 

2月期 

自己資本比率 70.0 70.0 58.9 69.2 70.1 

時価ベースの自己資本比率 267.3 196.9 － 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。 
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（3）通期の業績の見通し 

下半期につきましては、移転・活性化といたしまして「ツヴァイ広島」を９月20日にオープンさせ

ました。また、九州地区６拠点目の「ツヴァイ長崎」を９月28日にオープンさせるとともに、九州地

区の会員数の増加に積極的に取り組んでまいります。また、期間限定のプランの拡販や予約割などの

販売促進キャンペーンを積極的に実施することで新規入会者の獲得を図ります。また、会員のサービ

スについては、マイページ会員の拡大やパーティを強化するなど会員の出会いの機会を充実させ、自

己都合による退会者の抑制を図ってまいります。 

通期の業績予想につきましては、当初計画通りに推移しており、業績予想に変更はありません。売

上高4,750,000千円（前年同期比106.8％）、経常利益575,000千円（前年同期比109.9％）、当期純利

益318,000千円（前年同期比103.8％）を見込んでおります。 

 

（4）事業等のリスク 

当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性のある主なリスクには以下のようなものがあり

ます。 

① 情報管理体制について 

（イ）当社本体の情報管理体制について 

当社は、会員に関する大量の個人情報の分析及び管理をコンピュータシステムを利用して行なっ

ております。当社では、情報漏洩等の不測の事態を防止すべく、2004年9月にＩＳＭＳ及びＢＳ７

７９９の認証を取得、2005年12月にＩＳＯ２７００１の認証を取得し、情報セキュリティの徹底を

図っております。また、プライバシー保護の観点から会員への相手方会員に関する最小限の情報開

示、個人情報を取り扱うメインサーバーの外部からの遮断等の情報セキュリティマネジメントシス

テムを構築している他、プライバシーマークの更新、定期的な社員教育、内部監査の徹底等、コン

プライアンス面における情報管理体制も充実を図るべく注力しております。 

ただし、万が一事故若しくは自然災害等によってかかるセキュリティマネジメントシステムに障

害が発生した場合、又は、関係者による人為的な事故若しくは悪意による情報の漏洩が発生した場

合は、当社の情報管理に多大な支障をきたし、又は当社の業務に対する信用を喪失し、その後の当

社の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。また、当社のみならず、同業他社におけ

る類似の事態が発生した場合も、結婚相手紹介サービス事業者全般に対する信用失墜により、当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（ロ）業務委託先における情報管理体制について 

  当社は株式会社デップス（プライバシーマーク取得済）と1996年10月以降「電子計算機用データ

作成業務委託に関する契約」（契約期間を1年間とし原則として自動更新）を締結し、当社会員組

織への入会申込書に記載された個人情報をデータベースに入力する業務を委託しております。 

  また、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、出力業務及び発送業務を委託しております。 

  当社はこれら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が、万が

一、これら業務委託先を原因とする情報漏洩等の問題が発生した場合には、当社の業務運営及び業

績に影響を与える可能性があります。 

 

② 参入障壁が低いことについて 

結婚相手紹介サービスを行なうに当たっては、特段の許認可は必要とされず、手元資金とノウハ

ウがあればどのような事業者であっても開始することが可能です。さらに最近では、インターネッ

ト及び通信環境の発達により、インターネット等を通じて、比較的低価格で結婚又は交際相手の紹

介等のサービスを提供する事業者も登場しており、今後更に同様のサービス開始を試みる事業者が

増加することも予想されます。 

かかる新規事業者が、当社と同等のサービスの提供を可能にするシステムの開発及びノウハウの
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蓄積、プライバシー保護のための厳重な情報管理システムの構築、大規模会員数の確保等を行ない、

当社と同等のマーケットの信頼又は社会的イメージを獲得することは極めて困難であり、こうした

新規事業者の存在が、当社の業務に対し大きな影響をもたらすことはないと思われます。ただし、

かかる新規事業者との一段の差別化のための各種方策の実施及び宣伝広告等によるコストの増加が

生じる場合、又は対抗上活動サポート費等の減額を実施する場合、あるいは廉価かつ品質の低い

サービス展開を行う新規事業者との差別化が功奏せず、当社の社会的イメージの低下に繋がる場合

などは、当社の今後の事業展開、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 広告宣伝活動が業績に与える影響について 

  当社の会員は成婚、その他の理由により一定の割合で退会するため、当社は継続的に新規の会員

を獲得する必要があります。そのため、当社は、当社サービスの認知度を向上させ、新規会員を獲

得する手段として、雑誌広告、新聞広告、ＣＳ放送を利用したテレビコマーシャル、インターネッ

ト広告、書店チラシ等の各種メディアを用いた宣伝活動を費用対効果を勘案しながらも多頻度で実

施しております。当社は、今後も会員募集活動のために同様の広告宣伝活動を継続していく方針で

ありますが、当該広告宣伝が法令又は各メディア業界ごとの自主規制によって制限される等の理由

により、計画通りの広告宣伝活動が展開できない場合には、当社の営業展開及び業績に影響を与え

る可能性があります。 

 

 

（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。 
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（1） 中間貸借対照表

区分
注記
番号

金額（千円）
 構成比

（％）
金額（千円）

 構成比
（％）

金額（千円）
 構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 538,649           268,291           861,232           

２．売掛金 301,279           313,176           315,220           

３．関係会社預け金 ※１ -                    314,398           239,139           

４．短期貸付金 1,100,000         -                    500,000           

５．一年以内返済予定長期貸付金 -                    300,000           -                    

６．その他 42,395             57,106             48,911             

貸倒引当金 △1,956           △5,323           △2,071           

流動資産合計 1,980,367         55.7     1,247,649         30.6     1,962,433         47.5     

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産 ※2 164,897           115,462           133,036           

２．無形固定資産 77,380             64,698             68,072             

３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,076,492         1,372,919         1,421,607         

  (2) 長期貸付金 -                    800,000           300,000           

  (3) 敷金 238,367           245,826           237,310           

  (4) 保険積立金 -                    233,133           -                    

  (5) 前払年金費用 14,909             -                    5,308              

  (6) その他 -                    75                   300                 

投資その他の資産合計 1,329,769         2,651,954         1,964,525         

固定資産合計 1,572,046         44.3     2,832,115         69.4     2,165,635         52.5     

資産合計 3,552,414         100.0   4,079,765         100.0   4,128,069         100.0   

４．個別中間財務諸表等

 前事業年度の
要約貸借対照表
（2006年2月20日）

 前中間会計期間末
（2005年8月20日）

 当中間会計期間末
（2006年8月20日）
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区分
注記
番号

金額（千円）
 構成比

（％）
金額（千円）

 構成比
（％）

金額（千円）
 構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．買掛金 87,923             115,532           50,146             

２．未払費用 106,746           107,723           100,007           

３．未払法人税等 83,417             133,347           182,912           

４．前受金 297,772           251,169           272,955           

５．賞与引当金 19,134             19,782             11,188             

６．役員賞与引当金 -                    12,000             -                    

７．その他 74,443             111,772           88,055             

流動負債合計 669,436           18.8     751,326           18.4     705,266           17.1     

Ⅱ 固定負債

１．退職給付引当金 -                    3,405              -                    

２．役員退職慰労引当金 28,430             38,850             32,520             

３．繰延税金負債 367,633           430,892           497,107           

固定負債合計 396,063           11.2     473,148           11.6     529,627           12.8     

負債合計 1,065,499         30.0     1,224,474         30.0     1,234,893         29.9     

（資本の部）

Ⅰ 資本金 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           12.7     -                    -         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 800,000           -                    800,000           

３．中間（当期）未処分利益 157,179           -                    357,934           

利益剰余金合計 1,017,179         28.6     -                    -         1,217,934         29.5     

Ⅳ その他有価証券評価差額金 575,735           16.2     -                    -         781,423           18.9     

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

資本合計 2,486,914         70.0     -                    -         2,893,175         70.1     

負債・資本合計 3,552,414         100.0   -                    -         4,128,069         100.0   

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金 -                    -         444,000           10.9     -                    -         

２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 -                    450,000           -                    

資本剰余金合計 -                    -         450,000           11.0     -                    -         

３．利益剰余金

  (1) 利益準備金 -                    60,000             -                    

  (2) その他利益剰余金

　　　　　  1) 任意積立金 -                    1,000,000         -                    

 　　　　　 2) 繰越利益剰余金 -                    201,902           -                    

利益剰余金合計 -                    -         1,261,902         30.9     -                    -         

４．自己株式 -                    -         △182              △0.0   -                    -         

株主資本合計 -                    -         2,155,719         52.8     -                    -         

Ⅱ 評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金 -                    -         699,570           17.2     -                    -         

評価・換算差額等合計 -                    -         699,570           17.2     -                    -         

純資産合計 -                    -         2,855,290         70.0     -                    -         

負債・純資産合計 -                    -         4,079,765         100.0   -                    -         

 前事業年度の
要約貸借対照表
（2006年2月20日）

 前中間会計期間末
（2005年8月20日）

 当中間会計期間末
（2006年8月20日）
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（2） 中間損益計算書

区分
注記
番号

金額（千円）
 百分比

（％）
金額（千円）

 百分比
（％）

金額（千円）
 百分比

（％）

Ⅰ 売上高 2,169,093         100.0   2,292,953         100.0   4,448,981         100.0   

Ⅱ 売上原価 1,161,829         53.6     1,205,028         52.6     2,256,366         50.7     

売上総利益 1,007,263         46.4     1,087,924         47.4     2,192,614         49.3     

Ⅲ 販売費及び一般管理費 840,884           38.7     874,407           38.1     1,685,189         37.9     

営業利益 166,379           7.7      213,516           9.3      507,425           11.4     

Ⅳ 営業外収益 ※１ 9,018              0.4      13,629             0.6      16,064             0.4      

Ⅴ 営業外費用 214                 0.0      28                   0.0      246                 0.0      

経常利益 175,183           8.1      227,117           9.9      523,243           11.8     

Ⅵ 特別利益 ※２ -                    -         27,000             1.2      -                    -         

税引前中間（当期）純利益 175,183           8.1      254,117           11.1     523,243           11.8     

法人税、住民税及び事業税 80,158             3.7      128,686           5.6      241,724           5.4      

法人税等調整額 △10,485          △0.5   △16,035          △0.7   △24,747          △0.5   

中間（当期）純利益 105,510           4.9      141,466           6.2      306,265           6.9      

前期繰越利益 51,669             51,669             

中間（当期）未処分利益 157,179           357,934           

 前中間会計期間
自 2005年2月21日
至 2005年8月20日

 当中間会計期間
自 2006年2月21日
至 2006年8月20日

 前事業年度の
要約損益計算書

自 2005年2月21日
至 2006年2月20日
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（3） 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　2006年2月21日　至　2006年8月20日） （単位：千円）

資本剰余金

任意積立金
繰越利益
剰余金

 2006年2月20日残高 444,000     450,000     60,000       800,000     357,934     1,217,934  △182        2,111,751  

 当中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △77,998   △77,998   △77,998   

役員賞与 △19,500   △19,500   △19,500   

任意積立金の積立 200,000     △200,000  -              -              

中間純利益 141,466     141,466     141,466     

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

-              -              

 中間会計期間中の変動額合計 -              -              -              200,000     △156,032  43,968       -              43,968       

 2006年8月20日残高 444,000     450,000     60,000       1,000,000  201,902     1,261,902  △182        2,155,719  

評価・換算
差額等

 2006年2月20日残高 781,423     2,893,175  

 当中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △77,998   

役員賞与 △19,500   

任意積立金の積立 -              

中間純利益 141,466     

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△81,853   △81,853   

 中間会計期間中の変動額合計 △81,853   △37,885   

 2006年8月20日残高 699,570     2,855,290  

株  主  資  本

資本金
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

純資産合計その他有価
証券評価差

額金
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（4） 中間キャッシュ・フロー計算書

 前中間会計期間
自 2005年2月21日
至 2005年8月20日

 当中間会計期間
自 2006年2月21日
至 2006年8月20日

 前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書

自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間（当期）純利益 175,183                     254,117                     523,243                     

減価償却費 55,294                      53,048                      114,249                     

貸倒引当金の増加額 305                           3,251                        420                           

賞与引当金の増加額（△減少額） 7,388                        8,594                        △558                       

役員賞与引当金の増加額 -                              12,000                      -                              

退職給付引当金の増加額 -                              3,405                        -                              

前払年金費用の減少額 8,855                        5,308                        18,456                      

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △4,464                     6,330                        △374                       

受取利息及び受取配当金 △7,962                     △13,339                   △14,352                   

投資有価証券売却益 -                              △27,000                   -                              

売上債権の減少額（△増加額） △18,463                   2,044                        △32,404                   

その他流動資産の増加額 △10,582                   △2,879                     △12,790                   

営業債務の増加額（△減少額） △63,985                   65,385                      △101,762                  

未払費用の増加額 11,305                      7,715                        4,567                        

前受金の減少額 △7,682                     △21,785                   △32,499                   

その他流動負債の増加額（△減少額） △4,288                     3,545                        14,463                      

役員賞与の支払額 △20,600                   △19,500                   △20,600                   

その他 72                            998                           △436                       

小計 120,375                     341,239                     459,624                     

利息及び配当金の受取額 7,962                        13,329                      14,352                      

法人税等の支払額 △50,578                   △174,741                  △116,881                  

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,759                      179,828                     357,094                     

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                     

短期貸付けによる純増減額 △1,100,000               500,000                     △500,000                  

長期貸付けによる支出 -                              △800,000                  △300,000                  

投資有価証券の取得による支出 △30,000                   △90,000                   △30,000                   

投資有価証券の売却による収入 -                              28,350                      -                              

有形固定資産の取得による支出 △32,989                   △11,217                   △40,121                   

無形固定資産の取得による支出 △60,577                   △4,996                     △71,931                   

敷金の差入による支出 △14,385                   △10,569                   △14,995                   

敷金の回収による収入 628                           2,053                        2,295                        

保険積立金の支出 -                              △233,133                  -                              

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,337,324               △619,513                  △954,753                  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

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

配当金の支払額 △78,000                   △77,998                   △78,000                   

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,000                   △77,998                   △78,182                   

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △1,337,564               △517,683                  △675,841                  

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,776,214                  1,100,372                  1,776,214                  

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 438,649                     582,689                     1,100,372                  
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(自 2005年2月21日 

  至 2006年2月20日) 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    中間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。 

 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

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 

同左 

(1) 有価証券 

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 

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 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(自 2005年2月21日 

  至 2006年2月20日) 

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。

 

（1）貸倒引当金 

同左 

（1）貸倒引当金 

同左 

 （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中間会

計期間に負担すべき金額を計上

しております。 

 

(2）賞与引当金 

同左 

(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。 

 

 （3）  ────── (3) 役員賞与引当金 

役員に支給する賞与に備え、

当事業年度における支給見込額

に基づき、当中間会計期間にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

 

（3）  ────── 

 （4）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

     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。 

 

（4）退職給付引当金 

同左 

(4）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

給付債務及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。 

 

 (5) 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、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 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。 
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項目 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

   至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(自 2005年2月21日 

  至 2006年2月20日) 

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 同左 

５．中間キャッシュ・

フロー計算書

（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

な預金及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ヶ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 同左 

６．その他中間財務諸

表（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 

消費税及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 

消費税等の会計処理 

同左 

  

16



会計方針の変更 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 
  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 
  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(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））及び「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、当中間会計期間か

ら同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これによる中間損益に与える

影響はありません。 

（役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第4号平成

17年11月29日）を適用しております。こ

れにより従来と比較して、販売費及び一

般管理費が12,000千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益が、

それぞれ12,000千円減少しております。

 

（貸借対照表「純資産の部」表示に関す

る会計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第5号平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第8号平成17年12月9日）を適

用しております。 

これによる当中間会計期間の損益に与

える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は、2,855,290千円でありま

す。 

また、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

（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））及び「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

準及び同適用指針を適用しております。

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。 
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追加情報 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(自 2005年2月21日 

  至 2006年2月20日) 

 

────── 

 

────── 

（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及び資本割につ

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

及び税引前当期純利益が、8,953千円減

少しております。 

 

 

 

18



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
(2005年 8月 20日) 

当中間会計期間末 
(2006年 8月 20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(2006年 2月 20日) 

※１          ───── ※１ 関係会社預け金は、イオン株式会

社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。 

※１      同左 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

163,978千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

229,501千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

200,934千円

 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(自 2005年2月21日 

  至 2006年2月20日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

     受取利息                662千円 

     受取配当金            7,300千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

     受取利息              3,375千円

     受取配当金            9,964千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

     受取利息              2,624千円

     受取配当金           11,727千円

 

※２          ───── ※２ 特別利益の内訳 

     投資有価証券売却益   27,000千円

 

※２          ───── 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産         37,500千円 

無形固定資産         17,793千円 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産         33,402千円

無形固定資産         19,645千円

３ 減価償却実施額 

有形固定資産         75,794千円

無形固定資産         38,454千円

   

 

 

（中間株主資本等計算書関係） 

当中間会計期間（自 2006年2月21日 至 2006年8月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間 

増加株式数（株）

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末

株式数（株） 

発行済株式総数     

普通株式 3,900,000 － － 3,900,000

合計 3,900,000 － － 3,900,000

自己株式   

普通株式 80 － － 80

合計 80 － － 80

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   当該事項はありません。
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３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

配当金の総額 
 株式の種類 

（千円） 

１株当たり配当

額（円） 
基準日 効力発生日 

2006年5月16日 

定時株主総会 
普通株式 77,998 20 2006年2月20日 2006年5月17日 

 

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末の翌日以降となるもの 

    当該事項はありません。 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(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中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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             538,649千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 

                       △100,000千円

現金及び現金同等物       438,649千円

 

現金及び預金             268,291千円

関係会社預け金       314,398千円  

現金及び現金同等物       582,689千円

 

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） 

前中間会計期間 当中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 
(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(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 

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中間期末残

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中間期末残

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）

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

器具及び備
品 

46,414 25,138 21,275 

合計 46,414 25,138 21,275 
 

 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

器具及び備
品 

36,207 18,010 18,196

合計 36,207 18,010 18,196
 

 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

（千円）

減価償
却累計
額相当
額 

 
（千円）

中間期
末残高
相当額

器具及び備
品 

48,343 29,065 19,278

合計 48,343 29,065 19,278

  

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

１年内 8,492 千円

１年超 13,662 千円

合計 22,155 千円
  

 
１年内 6,639 千円

１年超 12,456 千円

合計 19,096 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 

(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 5,709 千円

減価償却費相当額 5,601 千円

支払利息相当額 217 千円
 

 
支払リース料 4,711 千円

減価償却費相当額 4,449 千円

支払利息相当額 194 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 

(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 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

(2006年 2月 20日) (2005年 8月 20日) (2006年 8月 20日) 

 
取得原価

（千円） 

中間貸借対

照表計上額

（千円） 

差額 

（千円）

取得原価

（千円）

中間貸借対

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 76,143 1,042,142 965,998 76,143 1,249,919 1,173,775 76,143 1,387,257 1,311,113

合計 76,143 1,042,142 965,998 76,143 1,249,919 1,173,775 76,143 1,387,257 1,311,113

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 
前中間会計期間末 当中間会計期間末 

(2005年 8月 20日) (2006年 8月 20日) 

前事業年度末 

(2006年 2月 20日) 

 中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（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） 
34,350 33,000 34,350 

転換社債型新株予約権付

社債 
－ 90,000 － 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

        前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度とも当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、

該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

        前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度とも該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(自 2005年2月21日 

  至 2006年2月20日) 

１株当たり純資産額          637.67円 

１株当たり中間純利益         27.05円 

１株当たり純資産額          732.14円

１株当たり中間純利益         36.27円

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株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 2005年2月21日 

  至 2005年8月20日) 

当中間会計期間 

(自 2006年2月21日 

  至 2006年8月20日) 

前事業年度 

(自 2005年2月21日 

  至 2006年2月20日) 

中間（当期）純利益（千円） 105,510 141,466 306,265 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 19,500 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （19,500）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 105,510 141,466 286,765 

普通株式の期中平均株式数（株） 3,900,000 3,899,920 3,899,973 

 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度とも該当事項はありません。 

23



（1） 販売実績

① 売上種類別販売実績

 金額（千円）
 前年同期

比(％)
 金額（千円）

 前年同期
比(％)

 金額（千円）
 前期比

(％)

766,220              118.5    782,843              102.2                1,536,995 99.3     

1,319,050            103.5    1,418,801            107.6                2,728,063 104.8   

73,988                129.6    79,351                107.2                  162,543 118.6   

9,834                 103.5    11,956                121.6                    21,378 110.6   

2,169,093            109.1    2,292,953            105.7                4,448,981 103.3   

（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

 金額（千円）
 前年同期

比(％)
 金額（千円）

 前年同期
比(％)

 金額（千円）
 前期比

(％)

76,559                119.0    80,736                105.5                  156,466 108.1   

1,220,508            109.4    1,260,565            103.3                2,489,982 103.2   

257,948              107.8    304,868              118.2                  545,302 105.9   

496,155              107.3    513,708              103.5                1,015,031 101.4   

69,822                107.5    76,384                109.4                  140,490 100.1   

48,099                114.8    56,689                117.9                  101,707 108.3   

2,169,093            109.1    2,292,953            105.7                4,448,981 103.3   

（2） 会員数

 人数（千人）
 構成比

（％）
 人数（千人）

 構成比
（％）

 人数（千人）
 構成比

（％）

18.9                   46.6                         18.6 46.9                         18.7 46.7     

21.7                   53.4                         21.0 53.1                         21.3 53.3     

40.6                   100.0                       39.7 100.0                       40.0 100.0   

（3） 法人契約数

 契約数
 前期末比

増減
 契約数

 前期末比
増減

 契約数
 前期末比

増減

57                      3                                60           3                       57 3         

555                    14                             573           9                     564 23        

612                    17         633                             12                     621 26        

 前中間会計期間末
（2005年8月20日）

 当中間会計期間末
（2006年8月20日）

 前事業年度末
（2006年2月20日）

合計

 前中間会計期間
自 2005年2月21日
至 2005年8月20日

 当中間会計期間
自 2006年2月21日
至 2006年8月20日地域別

 前中間会計期間末
（2005年8月20日）

 当中間会計期間末
（2006年8月20日）

 近畿地区

５．販売の状況

種類別

 前中間会計期間
自 2005年2月21日
至 2005年8月20日

 当中間会計期間
自 2006年2月21日
至 2006年8月20日

 その他企業及び団体

合計

 官公庁及び地方自治体

前事業年度
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

前事業年度
自 2005年2月21日
至 2006年2月20日

 男性会員数

 女性会員数

 前事業年度末
（2006年2月20日）

 関東・甲信越地区

 中国・四国地区

 九州・沖縄地区

合計

 北陸・中部地区

 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
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