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親会社等における当社の議決権所有比率  76.6％

１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年９月中間期 7,846 (8.9) 847 (15.7) 845 (18.9)
17年９月中間期 7,207 (36.1) 732 (47.4) 711 (44.4)
18年３月期 15,164 1,666 1,612

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年９月中間期 311 (23.8) 3,059 16 ― ―
17年９月中間期 251 (△57.5) 5,974 70 ― ―
18年３月期 716 15,387 36 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 ―百万円 17年９月中間期 ―百万円 18年３月期 ―百万円
②期中平均株式数 18年９月中間期 101,830株 17年９月中間期 42,115株 18年３月期 44,821株
③会計処理の方法の変更 無
④営業収益、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、対前年中間期増減率

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年９月中間期 13,266 4,147 31.2 40,637 63
17年９月中間期 10,323 1,547 15.0 36,733 66
18年３月期 11,796 3,904 33.1 76,685 27

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 101,830株 17年９月中間期 42,115株 18年３月期 50,915株
②期末自己株式数 18年９月中間期 ―株 17年９月中間期 ―株 18年３月期 ―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

百万円 百万円 百万円 百万円
18年９月中間期 890 △1,571 659 2,686
17年９月中間期 1,085 △1,285 855 1,966
18年３月期 2,051 △2,559 1,905 2,709

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
通期 16,200 1,660 720

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,070円61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

18年３月期 － 1,000.00 1,000.00

19年３月期（実績） － －
700.00

19年３月期（予想） － 700.00

※　平成18年４月１日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当中間期末の発行済株式総数
は50,915株増加し101,830株となっております。

※　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する事項は、７頁をご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社は、株式会社ＡＯＫＩホールディングスの子会社であり、同企業グループにおける３大事業「ファッション事業・

ブライダル事業・エンターテイメント事業」のひとつであるブライダル事業を主要ドメインとした事業活動を行ってお

り、挙式及び披露宴に関する企画・立案・運営等のサービス提供を事業内容としております。

　当社の運営する挙式披露宴施設は、独立型チャペルとヨーロッパの建築様式を取り入れたガーデン付ゲストハウス（披

露宴施設）を基本スタイルとして展開を行っており、それぞれのゲストハウスは、ヨーロッパ諸国をイメージした邸宅

と、花と緑あふれるプライベートガーデンにて構成されております。また、小規模用地でも出店可能な挙式披露宴施設

として、独立型チャペルと披露宴会場を一体化した「迎賓館」スタイルでの展開も行っております。どちらのタイプも

商品内容としては従来のホテルや専門式場で見受けられた「婚礼パック」はご用意せず、お客様のご希望に沿ったオリ

ジナル性の高い披露宴パーティをご提供しており、各ゲストハウスはプライベート感覚で、演出や装飾等のアレンジが

可能となっております。当社では、この様な新しいウエディングスタイルを「ゲストハウスウエディング」と称してお

ります。

　また、挙式披露宴施設運営のフランチャイズ事業を一部行っておりますが、直営事業へ経営資源を集中するために縮

小撤退を進めており、現在は１社（３店舗）との当社商標使用に関する契約のみとなっております。

　なお、当社運営の一部の店舗において、株式会社ＡＯＫＩホールディングスより不動産賃貸借契約又は事業用定期借

地権契約を締結しております。

 

 

［事業系統図］ 

当社の事業系統図を示しますと次のとおりであります。 

結婚情報誌 

情報誌販売 広告出稿 

店舗の見学、挙式披露宴の発注 

挙式披露宴会場の提供、料飲サービスの提供 

付帯商品・サービスの提供 

発注 

発注 

納品 

納品 

 

不動産の賃貸 

 

 

 

顧 

 

     

客 

 

 

 

当    

 

 

社 

    

株式会社ＡＯＫＩホール 

ディングス（親会社） 

 

ブライダル関連付帯商品 

及びサービスに関する 

業務委託先 

 

料飲材料に 

関する取引先 

－ 2 －



２．経営方針
(1) 経営の基本方針

　当社は、「社会性の追求・公益性の追求・公共性の追求」という経営理念を掲げております。これは、社会に貢献

できる事業を継続して実践すること、適正な利益の確保と納税により資金の循環を促すこと、事業以外の活動により

地域社会の発展に寄与しようというものであります。

　この経営理念に基づき、「大切な一日を最も自分達らしく輝いていただくため」お客様と共に末永く発展・進化し

続けることで、お客様、株主様、従業員、お取引先様、全ての方々が当社と関わりを持つことに「誇り＝プライド」

が持てる企業を目指しております。

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重点政策の一つとして認識し、将来的な事業展開、財務体質の強化、配当

性向等を勘案し、安定的な配当政策を行うことを基本方針としております。

　当事業年度（平成19年３月期）の配当金につきましては、１株につき700円とさせていただく予定であります。

　なお、内部留保金につきましては、新規出店及び既存施設の改修のための資金需要に備える方針であります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資家による当社株式の長期的な保有を促進するとともに、投資家層の拡大並びに株式の流動性を高める

ことが資本政策上の重要な課題と認識しており、投資単位の引下げに関して適宜見直して行くことを基本方針として

おります。

  平成18年４月１日をもって普通株式１株を２株に分割いたしましたが、今後も業績の推移、株価の推移、取引高の

推移を総合的に勘案して、投資単位の引下げを行っていく方針であります。

 

(4) 目標とする経営指標

　当社は、継続的に安定した成長を成し遂げるため、適切な投資コストによる新規出店と、多店舗化による経営効率

の追求を基本方針としており、「営業収益」「営業収益経常利益率」「自己資本純利益率」を重要な経営指標と考え

ております。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　わが国の挙式婚礼市場の市場規模は約２兆円といわれ、少子化・晩婚化などの影響によってその市場規模は縮小傾

向にあります。その一方で市場での大きな変化としては、消費者の意識が形式にとらわれないオリジナルな挙式披露

宴へとシフトすることにより、従来型の専門結婚式場から当社のような新しいスタイルのゲストハウスウエディング

へとニーズが移り変わってきております。さらにゲストハウスウエディングの市場規模は、おおよそ10年後には現在

の３倍以上に拡大するものと予測されており、当社としてはそのような状況に対応できる体制の確立を目指し、以下

の戦略を基本軸とした施策を継続実施してまいります。

①　人材戦略・・・・人的競争優位性の確保と、安定的な継続的出店に向けた即戦力の輩出のための育成プログラム

を構築。

②　出店戦略・・・・装飾部材や調度品の標準化による投資コストの低減、及びブランド価値の最大化につながる店

舗展開と年間２～３店舗以上を継続出店。

③　経営効率化・・・店舗数拡大に対応した管理体制の強化と、エリア展開による「人員配置（人材）」「プロモー

ション（販促）」「物流（仕入）」の３つの経営効率化を追求。

(6) 対処すべき課題

①　現状の認識について

　消費者の需要がさらに拡大傾向にあるゲストハウスウエディング市場においては、ホテル・専門式場等の既存施

設からの転換や新規参入企業の増加による競争激化が予想されます。このような事業環境のもと、他社との明確な

差別化を図るため、当社は次の事項を重要な課題として捉えております。

（ⅰ）人材の確保と早期教育体制の強化

（ⅱ）安定的な継続出店に向けた出店開発体制の強化と投資コストの低減

（ⅲ）経営管理体制の強化と経営効率化の追求
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②　課題への対応について

（ⅰ）人材確保と早期教育体制の強化

　当社は、新郎新婦をはじめ列席者の方々にお喜び頂ける結婚式を、「記憶に残る感動の記念日」としてご提

供することを使命としております。多種多様に変化するニーズの中で常に支持され満足を得続けるものは、ハー

ドやスタイルではなく、「結婚式」という人生最大の記念日に与えられた心に残る「感動」であると当社は考

えております。そのひとつひとつの感動を大切に創りあげるのは「人」であり、「技」と「ホスピタリティ精

神」の両方を兼ね備えたスタッフの確保こそが、当社のブランドイメージを広く浸透させ、競争優位に立つた

めの最大の手法であると確信しております。当社では、入社後７ヶ月間にわたる人材育成プログラムを導入す

るなど、早期段階からこの人材育成の重要性を感じ教育体制の構築に着手してまいりましたが、今後、更に質

の高い人材マネージメントを強化し、多店舗展開に対応できる人材の供給体制を確立してまいります。

（ⅱ）安定的な継続出店に向けた出店開発体制の強化と投資コストの低減

　当社が長年培ってきたゲストハウスウエディングの施設運営ノウハウを活かし、商圏規模や立地、顧客ター

ゲットやそのスタイルに合わせた魅力ある店舗を、ブランド別に「プロトタイプモデル」として確立し、全国

の主要都市エリアを中心とした多店舗展開を行ってまいります。広大な敷地にガーデンを併設した披露宴会場

を擁する大型店舗の「ウエディングビレッジ」タイプと、披露宴会場を建物内に立体的に配置した中小型店舗

の「迎賓館」タイプの展開により、都心部等の小規模用地をはじめ様々な用地への出店をしてまいります。ま

たさらに、建築部材及び装飾部材等の標準化を継続して推進し、投資コストを抑えた店舗戦略を実現してまい

ります。

（ⅲ）経営管理体制の強化と経営効率化の追求

　今後も当社は、親会社である株式会社ＡＯＫＩホールディングスが紳士服店舗で培ってきた多店舗経営のノ

ウハウを柔軟に取入れ、店舗数の拡大に対応した経営管理体制の強化を図るとともに、エリア展開における「人

員配置」「プロモーション」「物流」の３つの経営効率化を追求してまいります。特に料飲材料については発

注仕入体制にさらに改善を加え、全店共通の物流体制への集約と業務の効率化を継続して推進することにより、

スケールメリットを活かしたコスト削減を実現してまいります。
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(7) 親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社の議決
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

株式会社ＡＯＫＩホールディングス 親会社 76.6
株式会社東京証券取引所　市場第一部

株式会社大阪証券取引所　市場第一部

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との関係

　当社は株式会社ＡＯＫＩホールディングスの子会社であり、同社企業グループにおける３大事業「ファッション

事業・ブライダル事業・エンターテイメント事業」のひとつであるブライダル事業を主要ドメインとした事業活動

を行っており、挙式及び披露宴に関する企画・立案・運営等のサービス提供を事業内容としております。

　株式会社ＡＯＫＩホールディングスと当社とは、資本面及び取引面において重要な関係にありますが、事業上の

依存関係は無く、当社における経営の基本方針及び日常の事業活動等については、株式公開会社としての自主性及

び独立性を最大限に尊重していく方針が採られております。

　なお、当社は今後も同社企業グループの一員として、情報ネットワークや金融機関に対する信用力等において、

そのグループメリットを活用しながら事業展開を図っていく方針であります。

　株式会社ＡＯＫＩホールディングスとの人的関係については、同社代表取締役社長の青木拡憲が当社取締役副会

長（非常勤）を、同社取締役副社長の青木寶久が当社取締役会長（非常勤）を兼任しております。両名とも長年培っ

てきた経営者としてのノウハウを活かしながら、青木拡憲が当社の営業戦略で、青木寶久が立地物件開発でのアド

バイザーの役を担っております。なお、当社からの役員報酬の支払はありません。

③　親会社との取引に関する事項

　当中間会計期間における株式会社ＡＯＫＩホールディングスとの関連当事者取引に該当する主な取引は、次のと

おりです。

取引の内容 取引金額（千円） 科　目 期末残高（千円）

  土地・建物の賃借料　（※１） 235,066

前払費用 43,534

敷金保証金 332,070

 　　（注）１．上記のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 　　　　　２．取引条件の決定方針等

 　　　　　（※１）「パルティーレ横浜ウエディングビレッジ」の土地、「アニヴェルセル表参道」の建物内のバンケ

　　　　　　　　 　ットフロアー及び営業サロン並びにチャペル施設を賃借しており、土地及び建物の賃借料、敷金保

　　　　　　　　 　証金の契約金額については、鑑定評価額に基づき、協議のうえ決定しております。

 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況

別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。
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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けるわが国経済は、大企業を中心とした企業収益の回復に伴う設備投資の増加や雇用と賃金の

改善が進み、金利上昇懸念や原油高による原材料の価格高騰など不安定要素を抱えているものの、景気は個人消費の

回復とともに緩やかな拡大を続けてまいりました。

　国内のブライダル業界におきましては、全体的に少子化や晩婚化の影響を受けているものの、団塊ジュニア世代が

婚礼期を迎えていること、また、従来の専門結婚式場からチャペルを併設した欧米風の挙式披露宴会場へと、お客様

のニーズがさらに強まったことで、当社が提案するような「ゲストハウスウエディング」の市場においては、引き続

き活性化が続いております。

　こうした市場環境のもとで当社は、お客様によりご満足していただけるよう、新しい施設をご提供するとともに、

心に残る感動のためのサービス向上を続けてまいりました。

　当中間会計期間におきましては、９月に「パルティーレ神戸ウエディングビレッジ」を出店したことにより、当中

間会計期間末の店舗数は９店舗となりました。また、店舗の増加を踏まえ、衛生管理の強化及び収益力改善のための

料飲材料のコストダウンと仕入業務の効率化を図ってまいりました。

　この結果、当中間会計期間の営業収益は78億46百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は８億47百万円（前年同期

比15.7％増）、経常利益は８億45百万円（前年同期比18.9％増）となりました。また、立川店が平成19年３月をもっ

て賃貸借契約の満了につき退店することに伴い、原状復旧費用の負担金として２億10百万円を特別損失に計上し、中

間純利益は３億11百万円（前年同期比23.8％増）となりました。
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(2）財政状態

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、前中間会計期間末と比較して７億20

百万円増加し、26億86百万円（前年同期比36.6％増）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、８億90百万円（前年同期比18.0％減）となりました。その主な内訳は、税引前中

間純利益６億35百万円、減価償却費２億81百万円、新規出店による前受金の増加額４億45百万円、立川店の原状復旧

費用金として引当計上した負担金等によるその他流動負債の増加額３億10百万円等であります。

（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、15億71百万円（前年同期比22.3％増）となりました。その主な内訳は、新規出店

店舗に係る設備投資による支出10億54百万円、新規開発店舗に係る建築協力金としての貸付による支出４億50百万円

等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、６億59百万円（前年同期比22.9％減）となりました。その主な内訳は、設備投資

資金として金融機関からの短期借入金による収入15億円と、長期借入金の返済による支出７億20百万円及び社債の償

還による支出70百万円であります。

なお、当社のキャッシュ・フローの指標トレンドは次のとおりであります。

 
平成16年９月

中間期

平成17年

３月期

平成17年９月

中間期

平成18年

３月期

平成18年９月

中間期

 自己資本比率（％） 13.0 15.2 15.0 33.1 31.2

 時価ベースの自己資本比率（％） ― ― ― 84.2 100.6

 債務償還年数（年） 3.8 2.4 4.5 2.0 5.4

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 58.1 46.1 51.6 48.4 49.1

(注)  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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い　　　　

 　　 １．各指標は、いずれも財務数値より計算しております。

　　　２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

　　　　　おります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

　　　　　としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

　　　　　す。　

　　　３. 平成16年９月中間期、平成17年３月期、平成17年９月中間期の時価ベースの自己資本比率については、当

　　　　　社は非上場のため記載しておりません。　

(3）通期の見通し

　国内の挙式婚礼市場におきましては、従来の専門結婚式場からチャペルを併設した欧米風の挙式披露宴会場へと、

お客様のニーズは更に強まっており、当社が提案するような「ゲストハウスウエディング」市場は引き続き拡大傾向

にあります。

　通期の見通しとしましては、10月に大阪店を出店し、３月に立川店の退店と新立川店の前倒しでの出店を予定して

おり、開業準備費用を含む経費の増加が見込まれますが、概ね業績は順調に推移するものと予想しております。これ

らの結果、通期の営業収益は162億円（前年同期比6.8％増）、経常利益は16億60百万円（前年同期比2.9％増）、当期

純利益は７億20百万円（前年同期比0.5％増）を見込んでおります。

　（注）　上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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(4）事業等のリスク

　当中間決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間決算短信の提出日現在において当社が判断したものであります。

①　当社の事業内容について

（ⅰ）営業活動について

　当社の営業活動は、主に結婚情報誌を見て各店舗へ見学に来られたお客様へ、各店舗における新規受注を業

務とする新規接客スタッフの対面接客販売によって行われております。見学に来られたお客様への新規接客ス

タッフの対応としましては、アンケートによるカウンセリングに始まり、施設の特徴・運営の概要説明を行い、

さらに実際に建物館内のご案内を行いながらそれぞれの施設の特徴を語っていくことで、お客様の挙式披露宴

のイメージを膨らませ、ご新郎ご新婦ともに十分な納得を頂いております。

　また、当社の新規接客スタッフは、独自の教育プログラムを通じて高い専門知識とスキルを習得するととも

に、お客様の立場に立った丁寧な接客を徹底することで確実な成約へと結びつけております。そのために当社

では、新入社員に対し７ヶ月間の教育期間を設け、プロフェッショナルとなるための事前教育を徹底して行う

とともに、定期的な研修によるノウハウの共有と浸透に積極的に取組んでおります。しかしながら、今後の新

規出店に伴う必要な人材が計画どおりに確保できない場合、また必要な教育レベルに達しない場合には、営業

力の低下により当社の業績は影響を受ける可能性があります。

（ⅱ）商品開発について

　当社は、従来のホテルや結婚式場でよく見られた婚礼パックを用意せず、全てお客様のご希望に沿ったオリ

ジナルウエディングを基本としております。お客様の夢やこだわりを実現させるために、料理やドレス、演出

方法や装飾アレンジ等、オリジナル性を大切にしたウエディングプロデュースをご提供しております。

　また、事前の打合せから挙式披露宴までを１人の担当者が一貫してプロデュースするトータルプロデュース

制を導入しており、各プロデューサーは、研修プログラムを通じてお客様のご要望に合ったウエディングスタ

イルを実現するために必要な商品知識、接客手法を習得し、オリジナルのウエディングを創り上げるために様々

なアイテムをご紹介しております。しかしながら、お客様のニーズの変化に当社の商品開発が対応できない場

合や、テナント業者が当社の基準を満たす商品・サービスの供給ができない場合には、当社の業績は影響を受

ける可能性があります。

（ⅲ）出店戦略について

　当社は、東京都及びその近隣県を中心に店舗展開を行っており、今後は関西地区をはじめ全国の主要都市を

中心としたエリア展開での出店を行ってまいります。出店店舗形態としては、一時的な資金負担の軽減を目的

として、開発物件の状況に応じて建物賃貸借契約や事業用定期借地権契約又はリースバック方式等を活用し、

また、商圏状況や立地条件によっては土地の取得も考慮し、従来の大型店舗の他に２バンケットタイプの中規

模店舗を含めてプロトタイプモデルとして展開を行ってまいります。当社の今後の業容拡大には店舗数の増加

が不可欠であることから、当社の出店条件に合致する開発物件の不足等により計画どおりの出店が行えない場

合、建物賃貸借契約で更新の合意が得られない場合、又は事業用定期借地権や契約の更新のない賃貸借契約で

契約満了後に計画どおりの店舗移転が行えない場合には、開業時期の遅れ等により当社の業績は影響を受ける

可能性があります。

②　事業環境について

　全国の婚姻件数は、女性の社会進出による晩婚化、結婚をしないシングル族の出現等の社会風潮を反映し、平成

12年（西暦2000年）当時のミレニアム婚での婚姻組数約80万組をピークに前年を下回り続け、平成17年には71万

3,000組にまで減少いたしました（「平成17年度厚生労働省人口動態調査」より）。

　今後も挙式披露宴市場は縮小傾向にありますが、ゲストハウスウエディングという新しいカテゴリーの誕生によ

り既存のホテルや結婚式場がゲストハウスウエディングに業態転換してきており、また異業種からの新規参入企業

が増加してきております。そのため、他社との競争が激化し計画どおりの受注組数が得られなかった場合や、見積

金額に対する値引き額の増加となった場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。
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③　経営成績及び財政状態について

（ⅰ）業績の季節変動について

　一般的に婚礼シーズンは３月から５月及び９月から11月と言われており、当社の営業収益も年間を通じて当

該期間を含む第１四半期及び第３四半期に増加し、季節変動による影響を受ける傾向にあります。

　この傾向を踏まえ、当社の出店戦略においては、新規出店に伴い発生する開業関連コストを吸収させるため

に、第１四半期及び第３四半期で開業することを基本としております。なお、新店の開業時期が予定されたシー

ズン期よりも遅れ、計画どおりにシーズン期の需要を取り込むことができなかった場合には、当該新店の業績

が大きく影響を受けるとともに、当社の通期の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、最近２事業年度における当社の既存店舗の四半期営業収益及び通期営業収益に対する比率は、次のと

おりとなります。

平成17年３月期 平成18年３月期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

営業収益

（千円）
2,856,659 2,405,874 3,164,324 2,260,949 3,611,534 3,065,511 4,002,380 2,866,878

通期比率（％） 26.7 22.5 29.6 21.2 26.7 22.6 29.5 21.2

 　　 （注）各事業年度の営業収益は、当該事業年度で12ヶ月間営業していた店舗を既存店舗として集計しております。

 

（ⅱ）有利子負債依存度について

　当社は新規店舗を開業するにあたり、建築工事費用、保証金・敷金等の投資金額について金融機関からの借

入金により調達しており、総資産に占める有利子負債の比率が高くなっております。今後も出店戦略に基づき

多店舗展開を行っていく方針であり、設備資金については営業活動から生み出されるキャッシュ・フロー及び

資本市場からの資金調達を充当し、財務体質の強化を図ってまいりますが、金融情勢の変動により金利が大幅

に上昇した場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

　なお、最近２事業年度における当社の有利子負債依存度については、次のとおりとなります。

平成17年３月期 平成18年３月期

総資産額（千円） 8,505,416 11,796,931

有利子負債合計（千円） 4,023,000 4,063,000

有利子負債依存度（％） 47.3 34.4

④　法的規制について

　当社は店舗の建築・改装につきまして、建築基準法、消防法、下水道法等による規制を受け、建物の構造や建設

地域によっては、排水や騒音対策等の各種条例による規制を受けております。このため、諸事情によりこれらの法

的規制に抵触した場合には、建設計画の遅れや挙式披露宴の運営に支障をきたすことが想定され、当社の業績は影

響を受ける可能性があります。

　また、当社は披露宴に際して料理飲食サービスの提供を行っていることから、食品衛生法による規制を受けてお

ります。社内に専任の衛生管理担当者を設置するとともに、外部衛生管理業者へ定期的な衛生点検を委託すること

で食中毒の発生原因を徹底的に排除しておりますが、食中毒の発生により営業停止等の処分を受けた場合には、当

社の業績は影響を受ける可能性があります。

⑤　顧客情報管理について

　当社は挙式披露宴に際し、新郎新婦、ご両親及び列席者の方々の個人情報を取り扱いますので、個人情報の保護

に関する法律に従い顧客ファイルのキャビネット施錠保管、電子情報のパスワード設定、ＤＭ（ダイレクトメール）

発送における個人データの利用制限及び管理者の制限など、情報の機密保持とその利用につきましては十分な注意

を払っておりますが、不測の事態により個人情報の流出が発生した場合には、社会的信用の低下や損害賠償等によ

り当社の業績は影響を受ける可能性があります。また、個人情報取扱事業者として法律の規定に違反した場合には、

勧告、命令及び罰則を受ける可能性があります。
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⑥　ＡＯＫＩグループとの関係について

（ⅰ）ＡＯＫＩグループとの関係について

　当社の親会社である株式会社ＡＯＫＩホールディングスは、連結子会社（平成18年９月30日現在）である株

式会社ヴァリック及び当社とともに同社企業グループを形成し、紳士服関連商品の販売、ブライダル等のサー

ビスの提供、並びにカラオケルームの運営事業を主な内容として事業展開を行っております。ブライダル等の

サービスの提供のうち、当社のみが挙式披露宴施設の運営及び関連サービスの提供を行っており、同社企業グ

ループ内において当社と競合する事業は行われておりません。

　株式会社ＡＯＫＩホールディングスは、引き続き親会社としての持株比率を維持する予定でありますが、株

式公開会社としての当社の自主性及び独立性を最大限に尊重する方針を採っております。また当社は、今後も

同社企業グループの一員として、情報ネットワークや金融機関に対する信用力等において、そのグループメリッ

トを活用しながら事業展開を図っていく方針であります。従って、当社と同社企業グループとの関係は、今後

とも良好に推移していくものと想定しておりますが、同社におけるグループ経営の方針等に変更があった場合

には、当社の事業は影響を受ける可能性があります。

（ⅱ）株式会社ＡＯＫＩホールディングスとの取引関係について

　２．経営方針、(7)親会社等に関する事項、③親会社との取引に関する事項に記載しております。

　（ⅲ）株式会社ＡＯＫＩホールディングスとの人的関係について

　　　株式会社ＡＯＫＩホールディングスとの人的関係について、同社代表取締役社長の青木拡憲が当社取締役副

　　会長（非常勤）を、同社取締役副社長の青木寶久が当社取締役会長（非常勤）を兼任しております。両名とも

　　長年培ってきた経営者としてのノウハウを活かしながら、青木拡憲が当社の営業戦略で、青木寶久が立地物件

　　開発でのアドバイザーの役を担っております。なお、当社からの報酬の支払はありません。

⑦　減損会計について

　平成18年３月期より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されており、当社におきましても減損会計を適用

しておりますが、当社の資産又は資産グループにおいて、営業活動から生ずる損益が継続的なマイナスへ転ずるか、

契約期間満了に際して減損の認識がなされた場合には、減損損失の計上により当社の業績は影響を受ける可能性が

あります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減 

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   1,966,749   2,686,946    2,709,000  

２．売掛金   38,590   40,669    33,545  

３．たな卸資産   98,646   68,894    56,806  

４．繰延税金資産   137,980   248,800    174,605  

５．その他   217,879   273,876    196,212  

貸倒引当金   △3,544   △3,341    △4,098  

流動資産合計   2,456,301 23.8  3,315,844 25.0 859,543  3,166,072 26.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物  5,617,758   7,404,600    6,455,922   

減価償却累計額  1,027,447 4,590,311  1,437,718 5,966,881   1,229,676 5,226,245  

(2）構築物  745,539   912,938    772,194   

減価償却累計額  164,349 581,190  219,852 693,085   191,582 580,612  

(3）土地   462,857   462,857    462,857  

(4）その他  873,974   911,361    875,695   

減価償却累計額  285,501 588,473  357,747 553,614   325,856 549,838  

有形固定資産合計   6,222,831 60.3  7,676,439 57.9 1,453,607  6,819,553 57.8

２．無形固定資産            

無形固定資産合計   77,954 0.7  86,363 0.6 8,409  96,111 0.8

３．投資その他の資産            

(1）敷金保証金   1,039,183   1,171,320    1,163,751  

(2）繰延税金資産   305,980   374,800    338,139  

(3）その他 ※１  241,089   661,660    233,384  

貸倒引当金   △20,080   △20,080    △20,080  

投資その他の資産合計   1,566,172 15.2  2,187,700 16.5 621,527  1,715,194 14.6

固定資産合計   7,866,959 76.2  9,950,503 75.0 2,083,544  8,630,859 73.2

資産合計   10,323,260 100.0  13,266,348 100.0 2,943,087  11,796,931 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減 

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   691,165   737,133    746,903  

２．短期借入金   1,200,000   1,500,000    －  

３．１年以内返済

予定の長期

借入金

  1,350,000   1,018,000    1,305,000  

４．未払法人税等   447,520   470,766    739,882  

５．前受金   1,394,731   1,649,176    1,203,246  

６．賞与引当金   146,356   168,678    160,084  

７．役員賞与引当金   －   8,700    －  

８．その他 ※２  591,937   973,319    591,223  

流動負債合計   5,821,710 56.4  6,525,774 49.2 704,064  4,746,341 40.2

Ⅱ　固定負債            

１．社債   280,000   140,000    210,000  

２．長期借入金   1,908,000   1,975,000    2,408,000  

３．預り保証金   738,500   444,500    494,500  

 ４．役員退職慰労引

当金
  14,128   22,136    20,252  

５．その他   13,884   11,034    13,406  

固定負債合計   2,954,512 28.6  2,592,671 19.5 △361,840  3,146,159 26.7

負債合計   8,776,222 85.0  9,118,445 68.7 342,223  7,892,501 66.9

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   218,690 2.1  － － △218,690  1,041,490 8.9

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  18,690   －    1,088,330   

資本剰余金合計   18,690 0.2  － － △18,690  1,088,330 9.2

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）

未処分利益
 1,309,658   －    1,774,610   

利益剰余金合計   1,309,658 12.7  － － △1,309,658  1,774,610 15.0

資本合計   1,547,038 15.0  － － △1,547,038  3,904,430 33.1

負債資本合計   10,323,260 100.0  － － △10,323,260  11,796,931 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

 １．資本金   － －  1,041,490 7.9 1,041,490  － －

 ２．資本剰余金            

 （1）資本準備金  －   1,088,330    －   

 資本剰余金合計   － －  1,088,330 8.2 1,088,330  － －

 ３．利益剰余金            

 （1）利益準備金  －   －    
－

　
  

 （2）その他利益

　　　剰余金
           

 　　 繰越利益剰

　　　余金
 －   2,008,309    －   

 利益剰余金合計   － －  2,008,309 15.1 2,008,309  － －

 株主資本合計   － －  4,138,129 31.2 4,138,129  － －

Ⅱ　新株予約権   － －  9,772 0.1 9,772  － －

純資産合計   － －  4,147,902 31.3 4,147,902  － －

負債純資産合

計 
  － －  13,266,348 100.0 13,266,348  － －
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(2）中間損益計算書

  

前中間会計期間

　（自　平成17年４月１日

　　至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

　（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約損益計算書

　（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　営業収益            

  挙式婚礼サービス

  売上
  7,207,458 100.0  7,846,369 100.0 638,910  15,164,264 100.0

Ⅱ　営業費用            

  挙式婚礼サービス

  原価
 5,495,820   5,909,695    11,460,995   

  その他営業費用  978,878 6,474,699 89.8 1,088,875 6,998,571 89.2 523,872 2,037,121 13,498,116 89.0

営業利益   732,758 10.2  847,797 10.8 115,038  1,666,148 11.0

Ⅲ　営業外収益 ※１  2,078 0.0  20,386 0.3 18,308  19,112 0.1

Ⅳ　営業外費用 ※２  23,771 0.3  22,870 0.3 △900  72,308 0.5

経常利益   711,066 9.9  845,313 10.8 134,247  1,612,952 10.6

Ⅴ　特別損失 ※3.4  165,859 2.3  210,000 2.7 44,140  167,306 1.1

税引前中間（当

期）純利益
  545,206 7.6  635,313 8.1 90,106  1,445,646 9.5

法人税、住民税

及び事業税
 431,923   434,655    936,194   

法人税等調整額  △138,341 293,582 4.1 △110,856 323,799 4.1 30,217 △207,125 729,069 4.8

中間（当期）純利益   251,624 3.5  311,514 4.0 59,889  716,576 4.7

前期繰越利益   1,058,033   －    1,058,033  

中間（当期）未

処分利益
  1,309,658   －    1,774,610  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,041,490 1,088,330 1,088,330 1,774,610 1,774,610 3,904,430 － 3,904,430

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △50,915 △50,915 △50,915  △50,915

役員賞与（注）    △26,900 △26,900 △26,900  △26,900

中間純利益    311,514 311,514 311,514  311,514

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
      9,772 9,772

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － 233,699 233,699 233,699 9,772 243,471

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,041,490 1,088,330 1,088,330 2,008,309 2,008,309 4,138,129 9,772 4,147,902

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日）

　

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日）

　

　対前中間

　期比

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）  金額（千円）

　　増減

　（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  545,206 635,313  1,445,646

減価償却費  265,197 281,188  549,405

減損損失  165,859 －  166,438

株式報酬費用  － 9,772  －

貸倒引当金の増減額(△減少)  3,454 △756  4,008

賞与引当金の増減額(△減少）  51,535 8,594  65,263

役員賞与引当金の増減額（減少）  － 8,700  －

役員退職慰労引当金の増減額(△

減少)
 5,820 1,883  11,945

受取利息及び受取配当金  △13 △2,320  △1,124

支払利息  21,473 20,393  42,860

売上債権の増減額(△増加）  △25,402 △7,123  △20,357

たな卸資産の増減額(△増加）  △43,543 △12,087  △1,703

その他流動資産の増減額(△増加）  △23,512 △34,903  9,196

仕入債務の増減額(△減少）  129,376 △26,721  252,797

前受金の増減額(△減少）  342,640 445,930  151,155

その他流動負債の増減額(△減少）  132,053 310,935  78,531

役員賞与の支払額  － △26,900  －

その他(△減少）  △26,088 △3,293  △4,600

小計  1,544,057 1,608,603 64,546 2,749,462

利息及び配当金の受取額  13 150  47

利息の支払額  △21,043 △18,115  △42,411

法人税等の支払額  △437,101 △700,461  △655,658

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,085,925 890,177 △195,748 2,051,439

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出  △840,431 △1,054,262  △1,716,855

無形固定資産の取得による支出  △13,063 △9,613  △42,109

貸付による支出  △91,849 △450,000  △91,849

貸付金の回収による収入  － 1,332  －

敷金保証金の差入による支出  △366,404 △15,964  △491,890

敷金保証金の戻入による収入  4,650 6,772  5,567

預り保証金の返金による支出  △145,250 △50,000  △389,250

営業譲受による収支（△支出） ※２ 166,837 －  166,837

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,285,510 △1,571,735 △286,224 △2,559,549

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額(△減少）  1,200,000 1,500,000  －

長期借入金の借入れによる収入  400,000 －  1,600,000

長期借入金の返済による支出  △675,000 △720,000  △1,420,000

社債の償還による支出  △70,000 △70,000  △140,000

株式の発行による収入  － －  1,865,774

配当金の支払額  － △50,495  －

財務活動によるキャッシュ・フロー  855,000 659,504 △195,495 1,905,774

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(△減

少）
 655,414 △22,053 △677,468 1,397,664

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,311,335 2,709,000 1,397,664 1,311,335

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高
※１ 1,966,749 2,686,946 720,196 2,709,000
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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　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）たな卸資産

商品

  総平均法による原価法

原材料・貯蔵品 

  最終仕入原価法 

(1）たな卸資産

商品

同　左

原材料・貯蔵品 

同　左 

(1）たな卸資産

商品

同　左 

原材料・貯蔵品 

 同　左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

ただし、建物、構築物について

は定額法を採用しております。

　主な耐用年数は、以下のとお

りであります。なお、定期借地

権契約による借地上の建物及び

構築物については、定期借地権

の残存期間を耐用年数としてお

ります。

建物、構築物　　　10～31年

機械及び装置　　　　　10年

車両及び運搬具　　　　２年

工具器具及び備品　２～15年

(1）有形固定資産

同　左

 

 

 

 

 

(1）有形固定資産

同　左

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年以内）に

基づく定額法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産

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

　債権の貸倒れに備えるため、

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

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。

(2）賞与引当金

同　左

(2）賞与引当金

同　左

(3）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、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同　左

(3）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、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。

 　　　─────

 

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため

め、当事業年度における支給見

込額の当中間会計期間負担額を

計上しております。 

 （会計方針の変更）

　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。

これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

8,700千円減少しております。

 　　　─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31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. ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しており

ます。

① ヘッジ会計の方法

同　左

① ヘッジ会計の方法

同　左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段）（ヘッジ対象）

金利スワップ　借入金の利息

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

③ ヘッジ方針

　当社は、借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ

取引を利用しており、投機目的の

ものはありません。

③ ヘッジ方針

同　左

③ ヘッジ方針

同　左

④ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、金

利スワップ取引の特例処理の要件

を満たしているため、ヘッジ有効

性の判定は省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同　左

④ ヘッジ有効性評価の方法

同　左

６. 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

７. 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

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同　左

(1）消費税等の会計処理

同　左
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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）

  当中間会計期間より、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）を適用しております。

これにより税引前中間純利益は

165,859千円減少しております。

なお、減損損失累計額については改

正後の中間財務諸表等規則に基づき、

各資産の金額から直接控除しており

ます。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  当事業年度より、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）を適用しております。これ

により税引前当期純利益は147,847千

円減少しております。

なお、減損損失累計額については改

正後の財務諸表等規則に基づき、各

資産の金額から直接控除しておりま

す。

 　　　　　────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

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。

　従来の資本の部に相当する金額は

4,138,129千円であります。

　なお、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、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　────── （ストック・オプション等に関する

会計基準）

 　　　　　──────

   当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18

年５月31日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

9,772千円減少しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．担保資産

　リース契約に係る担保資産は次

のとおりであります。

※１．担保資産

　リース契約に係る担保資産は次

のとおりであります。

※１．担保資産

同　左

定期預金 26,000千円 投資その他の資

産、その他（長

期性預金）

26,000千円

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※２.消費税等の取扱い

同　左

※２．　　 ──────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益の主な内訳は次の

　　とおりです。

※１．営業外収益の主な内訳は次の

　　とおりです。

※１．営業外収益の主な内訳は次の

　　とおりです。

ビール協賛金収益受

入額

1,862千円 受取利息 2,320千円

ビール協賛金収益受

入額

2,090千円

開業協力金収入 14,149千円

受取利息 1,124千円

ビール協賛金収益受

入額
3,885千円

開業協力金収入 13,219千円

※２．営業外費用の主な内訳は次の

　　とおりです。

※２．営業外費用の主な内訳は次の

　　とおりです。

※２．営業外費用の主な内訳は次の

　　とおりです。

支払利息 19,092千円

社債利息 2,380千円

福岡店地震被害復旧

工事費用

2,095千円

支払利息 18,779千円

社債利息 1,613千円

  

支払利息 38,335千円

社債利息 4,525千円

新株発行費 26,665千円

※３．特別損失の内訳は次のとおり

　　です。

※３．特別損失の内訳は次のとおり

　　です。

※３．特別損失の内訳は次のとおり

　　です。

減損損失 165,859千円 立川店原状復旧費用

負担金

210,000千円 工具器具及び備品除

却損
867千円

減損損失 166,438千円

※４．減損損失 ※４．　　─────── ※４．減損損失

　当中間会計期間において当社は以

下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

 　当事業年度において当社は以下の

資産グループについて減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類 その他

ルーデンス立川

ウエディングビ

レッジ（東京都

立川市）

婚礼施

設

建物・

構築物

など

―

場所 用途 種類 その他

ルーデンス立川

ウエディングビ

レッジ（東京都

立川市）

婚礼施

設

建物・

構築物

等

－

　当社は、各店舗に属する資産の集

まりをそれぞれ資産グループとして

います。

　「ルーデンス立川ウエディングビ

レッジ（立川店）」については、土

地及び建物設備の平成19年３月31日

における賃借契約満了後、賃借契約

の延長を行わず、退店することを平

成17年６月28日開催の当社取締役会

で決議した結果、立川店における資

産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失（165,859千円）として特別損失に

計上しました。その内訳は、建物

136,980千円、構築物21,020千円及び

その他7,858千円です。

　なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値及び正味売却価額

のいずれも算定できないため、０円

として評価しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　当社は、各店舗に属する資産の集

まりをそれぞれ資産グループとして

います。

　「ルーデンス立川ウエディングビ

レッジ(立川店)」については、土地

及び建物設備の平成19年３月31日に

おける賃借契約満了後、賃借契約の

延長を行わず退店することを平成16

年６月28日開催の当社取締役会で決

議した結果、立川店における資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（166,438千円）として特別損失に計

上しました。その内訳は、建物

136,980千円、構築物21,020千円及び

その他8,438千円です。

　なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値及び正味売却価額

のいずれも算定できないため、０円

として評価しております。　　
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 255,124千円

無形固定資産 10,072千円

有形固定資産 268,202千円

無形固定資産 12,985千円

有形固定資産 528,157千円

無形固定資産 21,248千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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

普通株式（注） 50,915 50,915 － 101,830

合計 50,915 50,915 － 101,830

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加50,915株は、株式分割による増加であります。

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

 提出会社

ストック・オプションとして

の新株予約権

（注）１,２

普通株式 － 2,260 － 2,260 9,772

合計 － － 2,260 － 2,260 9,772

（注）１．ストック・オプションとしての新株予約権の増加2,260株は、新株予約権の発行による増加であります。

（注）２．ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 　３．配当に関する事項

 　　　配当金支払額

　　　決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 50,915 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月22日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,966,749千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 1,966,749千円

現金及び預金勘定 2,686,946千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 2,686,946千円

現金及び預金勘定 2,709,000千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 2,709,000千円

※２       ────── ※２     　 ────── ※２　当事業年度に親会社である株式

会社アオキインターナショナルか

らの営業譲受けにより増加した資

産及び負債の主な内訳は次のとお

りであります。

  流動資産 12,274千円

固定資産 19,785千円

資産合計 32,060千円

流動負債 198,897千円

負債合計 198,897千円
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①　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　当社は、有価証券を所有しておりませんので該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　当社は、有価証券を所有しておりませんので該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

  当社は、有価証券を所有しておりませんので該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　当社は、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外に開示対象となるデリバティブ取引を利用してい

ないため、該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

  当社は、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外に開示対象となるデリバティブ取引を利用してい

ないため、該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　当社は、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外に開示対象となるデリバティブ取引を利用してい

ないため、該当事項はありません。

　　④　ストック・オプション等関係

 　　　 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

⑤　持分法投資損益等

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は、持分法を適用すべき関連会社がないため、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

  当社は、持分法を適用すべき関連会社がないため、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、持分法を適用すべき関連会社がないため、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　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 36,733.66円

１株当たり中間純利益

金額
5,974.70円

１株当たり純資産額 40,637.63円

１株当たり中間純利益

金額
3,059.16円

１株当たり純資産額 76,685.27円

１株当たり当期純利益

金額
15,387.36円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、希薄化効果を有しな

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、平成18年４月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、それ

ぞれ以下のとおりとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 18,366.83円  38,342.63円

１株当たり中間純利益

金額

１株当たり当期純利益

金額 

 2,987.35円  7,693.59円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間（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）１．１株当たり中間（当期）純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 251,624 311,514 716,576

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 26,900

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (26,900)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
251,624 311,514 689,676

期中平均株式数（株） 42,115 101,830 44,821

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

 　　─────

平成18年６月22日定時株

主総会決議ストック・オ

プション（新株予約権）

普通株式 2,260株

 　　───── 

－ 25 －



 　（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

純資産の部合計額（千円） － 4,147,902 －

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 9,772 －

（うち新株予約権） (－) (9,772) (－)

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円）
－ 4,138,129 －

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株）

－ 101,830 －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  当社は平成17年12月８日をもって株

式会社ジャスダック証券取引所に上場

いたしました。上場に際して、平成17

年11月８日及び平成17年11月21日開催

の取締役会において、下記のとおり公

募による新株式の発行を決議し、平成

17年12月７日に払込みが完了しており

ます。この結果、平成17年12月７日付

で資本金は966,690千円、資本準備金

は991,090千円、発行済株式総数は

50,115株となっております。

（1）募集方法

　　 一般募集（ブックビルディング

　　 方式による募集）

（2）発行株式の種類及び数

　　　　　　　普通株式　　8,000株

（3）発行価格

　　　　　　　１株につき230,000円

（4）引受価額

　　　　　　　１株につき215,050円

（5）発行価額　

　　　　　　　１株につき187,000円

（6）発行価額の総額　

　　　　　　　　　　1,496,000千円

（7）払込金額の総額　

　　　　　　　　　　1,720,400千円

（8）資本組入額

　　　　　　　 １株につき93,500円

（9）資本組入額の総額

　　　　　　　　　　　748,000千円

（10）払込期日 　平成17年12月７日

（11）配当起算日　

　　　　　　　　 平成17年10月１日

（12）資金の使途　　 設備投資資金

 　　　　　────── Ⅰ　株式の分割

　当社は平成18年２月２日開催の取

締役会決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。 

１．株式分割の目的 

　当社株式の流動性向上を図るとと

もに、１株当たりの投資金額を下げ、

個人投資家層の拡大を目的とするも

のです。

２．株式分割の内容 

　平成18年４月１日付をもって普通

株式１株を、２株に分割いたしまし

た。

  (1) 分割により増加した株式数

　　　普通株式　　　　　50,915株

　(2) 分割の方法　

　平成18年３月31日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主の所有普通

株式を、１株につき２株の割合

をもって分割いたしました。

３. 配当金起算日

　　平成18年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前期における１株

当たりの情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当期における１株

当たりの情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

　 　15,379.48円  　　 38,342.63円

 １株当たり当期純利益

金額

 １株当たり当期純利益

金額

　　9,958.73円 　　　7,693.59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。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ　取締役に対する新株予約権の発行

（ストックオプション）

　当社は平成18年６月22日開催の第

22回定時株主総会において、会社法

第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、株式報酬型ストックオ

プションとして取締役に対して無償

で新株予約権を発行することを決議

いたしました。

１．金銭の払込みを要しないで募集

を行うことを必要とする理由

　当社取締役の業績向上に対する意

欲や士気を高めることを目的として、

ストックオプション制度を導入する

ため。

２．新株予約権割当の対象者

　当社取締役

３．株主総会決議による委任に基づ

き募集事項の決定をすることが

できる新株予約権の数の上限

　320個

４．新株予約権の払込金額

　無償（新株予約権につき金銭の払

込みを要しない。）

５．新株予約権の内容

　(1）新株予約権の目的である株式

の種類及び数

　①  新株予約権１個当たりの新

株予約権の目的である株式の

種類は普通株式とし、株式の

数（以下「目的株式数」とい

う。）は、当初１株とする。

　②　当社が株式無償割当、株式

分割又は株式併合を行う場合、

当社は次の算式により目的株

式数を調整する。

調整後株式数＝調整前株式数×無償割当、分割

又は併合の比率
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　(2）新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額

　①　新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額は、当

該時点における目的株式数１

株当たりの出資される財産の

価額（以下「行使価額」とい

う。）に目的株式数を乗じた

金額とし、当初行使価額は、

新株予約権の割当日の属する

月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く。）における

株式会社ジャスダック証券取

引所（以下「ジャスダック証

券取引所」という。）の当社

普通株式の普通取引の終値の

平均値に1.025を乗じた価額

とし、計算の結果生じる１円

未満の端数は切り上げるもの

とする。ただし、新株予約権

割当日の前日のジャスダック

証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（取引

が成立しない場合はその前日

の終値）を下回る場合は、当

該日の終値とする。

　②　当社が株式無償割当、株式

分割又は株式併合を行う場合、

当社は次の算式により行使価

額を調整し、調整の結果生じ

る１円未満の端数を切り上げ

る。

調整後

払込金

額

＝

調整前

払込金

額

×
１

株式無償割当、分割又

は併合の比率

　(3）新株予約権の行使期間

　平成20年７月１日から平成23

年６月30日までの期間で当社取

締役会において決定する期間と

する。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　(4）新株予約権の行使の条件

　①  新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役、

監査役又は従業員であること

を要する。ただし、対象者が

当社又は当社の関係会社の取

締役又は監査役を任期満了に

より退任した場合及び従業員

を定年により退職した場合は、

退任及び退職後３ヵ月間に限

り行使できるものとする。

　②　新株予約権者の相続人によ

る新株予約権の行使は認めな

い。

　③　その他の行使の条件は、取

締役会決議により決定する。

　(5）新株予約権の行使により株式

を発行する場合において増加

する資本金及び資本準備金に

関する事項

　行使に際して払込み又は給付

をした財産の額（資本等増加限

度額）として会社計算規則第40

条第１項に定める額の２分の１

の額を資本金として計上し（計

算の結果１円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切り上げた

額とする。）、その余を資本準

備金として計上する。

　(6）新株予約権の取得事由

　①　当社が消滅会社となる合併

契約書承認の議案、当社が完

全子会社となる株式交換契約

書承認の議案又は株式移転の

議案が株主総会で承認された

ときは、当社は新株予約権を

無償で取得することができる。

　②　新株予約権者が新株予約権

を行使する条件に該当しなく

なったときは、当社は新株予

約権を無償で取得することが

できる。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　(7）新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要するものと

する。　

　(8）１株に満たない端数の処理

　新株予約権者に交付する株式

の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる

ものとする。

　(9）新株予約権証券の不発行

　当社は、新株予約権に係る新

株予約権証券を発行しない。

 (10）合併等における新株予約権の

交付

　当社は、当社株主総会及び取

締役会決議において定めるとこ

ろに従い、当社を消滅会社とす

る合併、当社を分割会社とする

吸収分割、新設分割、株式交換

または株式移転を行う場合にお

いて、それぞれ合併契約等の規

定に従い、本新株予約権の新株

予約権者に対して、それぞれ合

併後存続する株式会社等の新株

予約権を交付することができる。

 (11）その他の細目事項

　新株予約権に関するその他の

細目事項については、取締役会

決議により決定する。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ　従業員に対する新株予約権の発行

（ストックオプション）

　当社は平成18年６月22日開催の第

22回定時株主総会において、会社法

第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、ストックオプションと

して従業員に対して無償で新株予約

権を発行することを決議いたしまし

た。

１．金銭の払込みを要しないで募集

を行うことを必要とする理由

当社従業員の業績向上に対する意

欲や士気を高めることを目的として、

ストックオプション制度を導入する

ため。

２．新株予約権割当の対象者

当社従業員

３．株主総会決議による委任に基づ

き募集事項の決定をすることが

できる新株予約権の数の上限

2,180個

４．新株予約権の払込金額

　無償（新株予約権につき金銭の払

込みを要しない。）

５．新株予約権の内容

(1）新株予約権の目的である株式

の種類及び数

①  新株予約権１個当たりの新

株予約権の目的である株式の

種類は普通株式とし、株式の

数（以下「目的株式数」とい

う。）は、当初１株とする。

②　当社が株式無償割当、株式

分割又は株式併合を行う場合、

当社は次の算式により目的株

式数を調整する。

調整後株式数＝調整前株式数×無償割当、分割

又は併合の比率
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2）新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額

①　新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額は、当

該時点における目的株式数１

株当たりの出資される財産の

価額（以下「行使価額」とい

う。）に目的株式数を乗じた

金額とし、当初行使価額は、

新株予約権の割当日の属する

月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く。）における

株式会社ジャスダック証券取

引所（以下「ジャスダック証

券取引所」という。）の当社

普通株式の普通取引の終値の

平均値に1.025を乗じた価額

とし、計算の結果生じる１円

未満の端数は切り上げるもの

とする。ただし、新株予約権

割当日の前日のジャスダック

証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（取引

が成立しない場合はその前日

の終値）を下回る場合は、当

該日の終値とする。

②　当社が株式無償割当、株式

分割又は株式併合を行う場合、

当社は次の算式により行使価

額を調整し、調整の結果生じ

る１円未満の端数を切り上げ

る。

調整後

払込金

額

＝

調整前

払込金

額

×
１

株式無償割当、分割

又は併合の比率
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3）新株予約権の行使期間

　平成20年７月１日から平成23

年６月30日までの期間で当社取

締役会において決定する期間と

する。

(4）新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役、

監査役又は従業員であること

を要する。ただし、対象者が

当社又は当社の関係会社の取

締役又は監査役を任期満了に

より退任した場合及び従業員

を定年により退職した場合は、

退任及び退職後３ヵ月間に限

り行使できるものとする。

②　新株予約権者の相続人によ

る新株予約権の行使は認めな

い。

③　その他の行使の条件は、取

締役会決議により決定する。

(5）新株予約権の行使により株式

を発行する場合において増加

する資本金及び資本準備金に

関する事項

　行使に際して払込み又は給付

をした財産の額（資本等増加限

度額）として会社計算規則第40

条第１項に定める額の２分の１

の額を資本金として計上し（計

算の結果１円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切り上げた

額とする。）、その余を資本準

備金として計上する。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6）新株予約権の取得事由

①　当社が消滅会社となる合併

契約書承認の議案、当社が完

全子会社となる株式交換契約

書承認の議案又は株式移転の

議案が株主総会で承認された

ときは、当社は新株予約権を

無償で取得することができる。

②　新株予約権者が新株予約権

を行使する条件に該当しなく

なったときは、当社は新株予

約権を無償で取得することが

できる。

(7）新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要するものと

する。

(8）１株に満たない端数の処理

　新株予約権者に交付する株式

の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる

ものとする。

(9）新株予約権証券の不発行

　当社は、新株予約権に係る新

株予約権証券を発行しない。

(10）合併等における新株予約権の

交付

　当社は、当社株主総会及び取

締役会決議において定めるとこ

ろに従い、当社を消滅会社とす

る合併、当社を分割会社とする

吸収分割、新設分割、株式交換

または株式移転を行う場合にお

いて、それぞれ合併契約等の規

定に従い、本新株予約権の新株

予約権者に対して、それぞれ合

併後存続する株式会社等の新株

予約権を交付することができる。

(11）その他の細目事項

　新株予約権に関するその他の

細目事項については、取締役会

決議により決定する。
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５．施行、受注及び販売の状況
　当社は、挙式及び披露宴に関する企画・立案・運営等のサービス提供を単一の事業として行っており、事業の種類別

セグメント及び事業部門の区別による記載は行っておりません。

(1）施行実績

　当中間会計期間における挙式施行件数の実績は、次のとおりであります。

区分

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

施行組数（組） 前年同期比（％）

挙式披露宴 2,029 106.2

　（注）１．施行件数は30名以上の挙式披露宴につき記載しております。

２．当社では、単価をより正確に把握するため、30名以上を１組とする基準を設定しております。

なお、30名未満の施行件数は全体の２％未満であります。

(2）受注状況

　当中間会計期間における受注件数及び受注件数残高の状況は、次のとおりであります。

区分

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

受注件数
（組）

前年同期比
（％）

受注件数残高
（組）

前年同期比
（％）

挙式披露宴 2,558 115.4 3,020 109.3

　（注）１．受注組数は30名以上の挙式披露宴につき記載しております。

２．当社では、単価をより正確に把握するため、30名以上を１組とする基準を設定しております。

なお、30名未満の受注件数は全体の２％未満であります。

(3）販売実績

　当中間会計期間における販売実績の状況は、次のとおりであります。

区分

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

挙式婚礼サービス売上 7,846,369 108.9

　（注）　金額には消費税等は含まれておりません。
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