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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 16,969 11.9 1,946 16.9 1,925 19.4 868 21.2

18年３月期 15,164 41.2 1,666 71.1 1,612 70.0 716 △9.7

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収益
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 8,528 42 － － 20.2 14.9 11.5

18年３月期 15,387 36 － － 27.6 15.9 11.0

（参考）持分法投資損益 19年３月期 ―百万円 18年３月期 ―百万円

(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

19年３月期 14,088 4,724 33.3 46,106 88

18年３月期 11,796 3,904 33.1 76,685 27

（参考）自己資本 19年３月期 4,695百万円 18年３月期 3,904百万円

(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

19年３月期 1,567 △3,228 1,439 2,487

18年３月期 2,051 △2,559 1,905 2,709

２．配当の状況

 一株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 1,000 00 1,000 00 50 6.5 1.9

19年３月期 0 00 700 00 700 00 71 8.2 1.1

20年３月期（予想） 0 00 700 00 700 00 － 7.4 －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 8,900 13.4 760 △10.3 730 △13.6 360 15.6 3,535 30

通期 19,100 12.6 1,980 1.7 1,930 0.2 960 10.6 9,427 48
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 101,830株 18年３月期 50,915株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で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。なお、上記予想に関

する事項は添付資料の３頁「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善と設備投資の増加を背景に雇用情勢の好転などにも支えられ、

個人消費の本格的な拡大には至っていないものの、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

　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状況にはありますが、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、９月に「パルティーレ神戸ウエディングビレッジ」、10月に「パルティーレ大

阪迎賓館」を出店し、１月には「ルーデンス立川ウエディングビレッジ」を契約満了につき閉店するとともに、３月

に「パルティーレ立川ウエディングビレッジ」を出店したことにより、期末店舗数は10店舗となりました。また、お

客様によりご満足いただけるよう心に残る感動のためのサービス向上に努め、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継続し、全社的に業績は順調に推移いたしました。

　この結果、当事業年度の営業収益は169億69百万円（前年同期比11.9％増）、営業利益は19億46百万円（前年同期比

16.9％増）、経常利益は19億25百万円（前年同期比19.4％増）、当期純利益は８億68百万円（前年同期比21.2％増）

となりました。

  （次期の見通し）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

平成20年３月期 19,100 1,980 1,930 960 9,427 48

平成19年３月期 16,969 1,946 1,925 868 8,528 42

伸長率 12.6％ 1.7％ 0.2％ 10.5％  －

 　　   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。

　　　  次期におきましては、新規開業店舗の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。これらを踏まえ、次期の見通しは、営業収益191億円（前年同期比12.6％増）営業

　　　利益19億80百万円（前年同期比1.7％増）、経常利益19億30百万円（前年同期比0.2％増）、当期純利益９億60百万

　　　円（前年同期比10.5％増）を見込んでおります。　

  （中期経営計画の達成状況）

 　 　  平成18年５月11日に発表した中期事業計画では、平成19年３月期の出店は２店舗を予定しておりましたが、新立

      川店を３月に前倒しで出店したことにより年間３店舗となり、期末店舗数は計画の９店舗から10店舗へと早期に達

      成することができました。

　　　　また、全社の業績も順調に推移し、営業収益、営業利益、当期純利益のいずれにおいても計画を上回る実績を達

　　　成することができました。

  （目標とする経営指標の達成状況）

 　　 　当社は、多店舗化による経営効率性を追求することにより各種経営指標の改善を図っており、平成19年３月期に

　　　おきましては、継続的な出店により営業収益が増加するとともに、センター物流化の推進に伴うコストダウンと効

　　　率化により各種経営指標も改善されてきております。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

 　　 当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比較して22億91百万円増加し、140億88百万円となりました。そ

　　の主な内訳は、資産につきましては現金及び現金同等物の減少２億21百万円、有形固定資産の取得による増加14億97

　　百万円、開業予定店舗に係る建築協力金としての長期貸付金の増加６億85百万円であります。

　　　負債は、前事業年度末と比較して14億71百万円増加して93億63百万円となりました。その主な内訳は、未払法人税

　　等の減少４億３百万円、長期借入金の増加14億49百万円であります。

　　　純資産は、前事業年度末における資本合計と比較して８億19百万円増加し、47億24百万円となりました。その主な

　　内訳は、利益剰余金の増加７億90百万円であります。
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②キャッシュ・フローの状況

  当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して２億21百万円減

少し、24億87百万円（前年同期比8.2％減）となりました。当事業年度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）

   当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、15億67百万円（前年同期比23.6％減）となりました。その

 主な内訳は、税引前当期純利益16億44百万円、減価償却費６億25百万円、法人税等の支払いによる減少額11億63百

 万円によるものであります。

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）

   当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、32億28万円（前年同期比26.1％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20億90百万円、建築協力金としての貸付金の支出９億20百万円

 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）

 　当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、14億39百万円（前年同期比24.5％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借入金による収入30億円と、長期借入金の返済による支出13億

 70百万円であります。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 
平成17年

３月期

平成18年

３月期

平成19年

３月期

 自己資本比率（％） 15.2 33.1 33.3

 時価ベースの自己資本比率（％） ― 84.2 82.4

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 243.7 198.1 354.2

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 46.1 48.4 34.5

 (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

　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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17年３月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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  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。
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(4）事業等のリスク

　当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80万組をピークに年々減少してきております。

　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

対する値引き額が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18年３月期 平成19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） 3,611,534 3,065,511 4,002,380 2,866,878 4,085,994 3,679,933 4,613,493 3,255,591

通期比率（％） 26.7 22.6 29.5 21.2 26.1 23.5 29.5 20.9

 （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18年３月期 平成19年３月期

総資産額（千円） 11,796,931 14,088,049

有利子負債合計（千円） 4,063,000 5,553,000

有利子負債依存度（％） 34.4 39.4

 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

　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19年３月31日現在）である株式会社

ヴァリック及び株式会社ソレイユ並びに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。

 　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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２．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。

　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。

  なお、当社運営の一部の店舗において、株式会社ＡＯＫＩホールディングスと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 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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）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」「営業収益営業利益率」「自己資本当期純利益率」を重要な経営指標と

考えております。 

(3）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。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。

(4）会社の対処すべき課題

  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

 　 　②　課題への対応について

 　　 （ⅰ）人材の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。
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 　　 （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。

(5）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。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

  該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
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   2,709,000   2,487,353   

２．売掛金   33,545   37,215   

３．商品   8,696   8,103   

４．原材料   29,699   26,560   

５．貯蔵品   18,410   23,607   

６．前払費用 ※３  154,641   183,644   

７．繰延税金資産   174,605   157,500   

８. 未収入金   41,317   185,888   

９. その他   253   51,699   

貸倒引当金   △4,098   △3,954   

流動資産合計   3,166,072 26.8  3,157,618 22.4 △8,453

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  6,455,922   8,137,812    

減価償却累計額  1,229,676 5,226,245  1,631,534 6,506,278   

(2) 構築物  772,194   1,022,036    

減価償却累計額  191,582 580,612  249,589 772,447   

(3) 機械及び装置  24,382   24,382    

減価償却累計額  14,594 9,787  16,610 7,771   

(4) 車両及び運搬具  179   179    

減価償却累計額  161 17  170 8   

(5) 工具器具及び備品  458,223   605,477    

減価償却累計額  311,100 147,122  375,563 229,913   

(6) 土地   462,857   462,857   

(7) 建設仮勘定   392,910   338,200   

有形固定資産合計   6,819,553 57.8  8,317,477 59.0 1,497,923

２．無形固定資産         

(1) 商標権   420   350   

(2) ソフトウェア   87,175   75,425   

(3) その他   8,515   8,021   

無形固定資産合計   96,111 0.8  83,796 0.6 △12,314

３．投資その他の資産         

  (1) 長期貸付金   92,926   777,978   

(2) 長期前払費用   80,553   250,170   

(3) 繰延税金資産   338,139   337,700   

(4) 敷金保証金 ※３  1,163,751   1,149,484   

(5) 会員権   33,904   33,904   

(6) その他 ※１  26,000   －   

貸倒引当金   △20,080   △20,080   

投資その他の資産合計   1,715,194 14.6  2,529,157 18.0 813,962

固定資産合計   8,630,859 73.2  10,930,431 77.6 2,299,572

資産合計   11,796,931 100.0  14,088,049 100.0 2,291,118
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   746,903   906,592   

２．１年以内返済予定の
長期借入金

  1,305,000   1,486,000   

３．１年以内償還予定の
社債

  140,000   140,000   

４．未払金   248,542   420,722   

５．未払費用   107,198   124,742   

６．未払法人税等   739,882   335,923   

７．未払消費税等   76,551   47,712   

８．前受金   1,203,246   1,300,274   

９．預り金   11,617   10,790   

10．前受収益   7,315   147,328   

11. 賞与引当金   160,084   165,436   

12. 役員賞与引当金   －   27,990   

13．その他   －   358   

流動負債合計   4,746,341 40.2  5,113,872 36.3 367,530

Ⅱ　固定負債         

１．社債   210,000   70,000   

２．長期借入金   2,408,000   3,857,000   

３．預り保証金   494,500   283,000   

４．役員退職慰労引当金   20,252   28,423   

５. 長期前受収益   13,406   11,372   

固定負債合計   3,146,159 26.7  4,249,795 30.2 1,103,636

負債合計   7,892,501 66.9  9,363,667 66.5 1,471,166

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  1,041,490 8.9  －  －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金 ※４ 1,088,330       

資本剰余金合計   1,088,330 9.2  －  －

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  1,774,610       

利益剰余金合計   1,774,610 15.0  －  －

資本合計   3,904,430 33.1  －  －

負債資本合計   11,796,931 100.0  －  －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,041,490 7.4 －

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 7.7 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   2,565,244    

利益剰余金合計   － －  2,565,244 18.2 －

株主資本合計   － －  4,695,064 33.3 －

Ⅱ　新株予約権   － －  29,317 0.2 －

純資産合計   － －  4,724,381 33.5 －

負債純資産合計   － －  14,088,049 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益         

挙式婚礼サービス売上   15,164,264 100.0  16,969,796 100.0 1,805,531

Ⅱ　営業費用 ※１        

１．挙式婚礼サービス原価  11,460,995   12,732,162    

２．広告宣伝費  420,345   501,523    

３．販売促進費  154,635   163,100    

４. 販売手数料  117,851   126,278    

５．役員報酬  100,716   91,953    

６．給与手当  244,693   －    

７．給与・賞与  －   238,717    

８．賞与引当金繰入額  21,229   20,348    

９. 役員賞与引当金繰入額  －   27,990    

10．役員退職慰労引当金繰
入額

 11,945   12,370    

11. 株式報酬費用  －   29,317    

12. 減価償却費  39,345   40,738    

13. 支払手数料  144,949   114,553    

14．庭園管理費  142,424   155,340    

15．警備清掃費  256,109   300,244    

16．貸倒引当金繰入額  4,008   1,316    

17．その他  378,867 13,498,116 89.0 466,923 15,022,878 88.5 1,524,762

営業利益   1,666,148 11.0  1,946,917 11.5 280,769

Ⅲ　営業外収益         

１．受取利息  1,124   10,036    

２．受取手数料  230   963    

３．ビール協賛金収益受入
額

 3,885   4,387    

４．開業協力金収入  13,219   17,981    

５．その他  653 19,112 0.1 2,007 35,375 0.2 16,262

Ⅳ　営業外費用         

１．支払利息  38,335   46,096    

２．社債利息  4,525   3,017    

３．新株発行費  26,665   －    

４．その他  2,782 72,308 0.5 7,184 56,298 0.3 △16,010

経常利益   1,612,952 10.6  1,925,995 11.3 313,042

Ⅴ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 867   －    

２．減損損失 ※３ 166,438   －    

３．立川店原状復旧費用負
担金 

 －   225,026    

４．立川店閉店損失  － 167,306 1.1 56,531 281,558 1.7 114,252

税引前当期純利益   1,445,646 9.5  1,644,436 9.7 198,790

法人税、住民税及び事
業税

 936,194   758,444    

法人税等調整額  △207,125 729,069 4.8 17,544 775,988 4.5 46,918

当期純利益   716,576 4.7  868,448 5.1 151,871

前期繰越利益   1,058,033   －   

当期未処分利益   1,774,610   －   
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挙式婚礼サービス原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ 料飲材料費       

１．料飲材料期首たな卸高  19,504  29,699   

２．当期料飲材料仕入高  1,187,345  1,223,744   

合計  1,206,849  1,253,443   

３．料飲材料期末たな卸高  29,699  26,560   

当期料飲材料費  1,177,150 10.3 1,226,883 9.6 49,733

Ⅱ 婚礼商品原価       

１．婚礼商品期首たな卸高  4,722  8,696   

２．当期婚礼商品仕入高  41,688  63,974   

合計  46,410  72,671   

３．婚礼商品期末たな卸高  8,696  8,103   

当期婚礼商品原価  37,713 0.3 64,567 0.5 26,853

Ⅲ 業務委託費       

１．衣裳、美容等外部委託
費

 5,384,664  6,054,208   

２．リネン費  120,396  129,436   

当期業務委託費  5,505,060 48.0 6,183,644 48.6 678,584

Ⅳ 労務費       

１．給与手当  2,361,581  －   

２．給与・賞与  －  2,705,798   

３．賞与引当金繰入額  138,855  145,088   

当期労務費  2,500,437 21.8 2,850,886 22.4 350,449

Ⅴ 経費       

１．減価償却費  510,059  584,346   

２．地代家賃  1,084,823  1,170,280   

３．水道光熱費  237,424  270,241   

４．リース料  148,948  148,590   

５．備品消耗品費  179,902  161,590   

６．租税公課  79,474  71,130   

当期経費  2,240,633 19.6 2,406,179 18.9 165,546

当期挙式婚礼サービ
ス原価

 11,460,995 100.0 12,732,162 100.0 1,271,166

       

株式会社ラヴィス（2465）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 15 －



(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

事業年度中の変動額

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

当期純利益    868,448 868,448 868,448  868,448

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
      29,317 29,317

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 790,633 790,633 790,633 29,317 819,951

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,041,490 1,088,330 1,088,330 2,565,244 2,565,244 4,695,064 29,317 4,724,381

 （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）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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  1,445,646 1,644,436  

減価償却費  549,405 625,084  

株式報酬費用  － 29,317  

貸倒引当金の増減額（△減少）  4,008 △143  

賞与引当金の増加額  65,263 5,351  

役員賞与引当金の増加額  － 27,990  

役員退職慰労引当金の増加額  11,945 8,170  

受取利息及び受取配当金  △1,124 △10,036  

支払利息  42,860 49,113  

有形固定資産除却損  867 128  

新株発行費  26,665 －  

減損損失  166,438 －  

売上債権の増減額（△増加）  △20,357 △3,669  

たな卸資産の増減額（△増加）  △1,703 △1,464  

その他流動資産の増減額（△増加）  9,196 △119,328  

仕入債務の増減額（△減少）  252,797 159,688  

前受金の増減額（△減少）  151,155 97,028  

その他流動負債の増減額（△減少）  78,531 286,726  

その他（△減少）  △32,133 △23,718  

小計  2,749,462 2,774,677 25,214

利息及び配当金の受取額  47 1,590  

利息の支払額  △42,411 △45,382  

法人税等の支払額  △655,658 △1,163,170  

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,051,439 1,567,714 △483,725

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  △1,716,855 △2,090,359  

無形固定資産の取得による支出  △42,109 △14,378  

敷金保証金の差入による支出  △491,890 △168,587  

敷金保証金の戻入による収入  5,567 160,855  

預り保証金の返金による支出  △389,250 △211,500  

貸付による支出  △91,849 △920,000  

貸付金の回収による収入  － 15,165  

営業譲受による収入 ※２ 166,837 －  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,559,549 △3,228,804 △669,255

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の借入れによる収入  1,600,000 3,000,000  

長期借入金の返済による支出  △1,420,000 △1,370,000  

社債の償還による支出  △140,000 △140,000  

株式の発行による収入  1,865,774 －  

配当金の支払額  － △50,556  

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,905,774 1,439,443 △466,330

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減
少）

 1,397,664 △221,646 △1,619,311

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,709,000 2,487,353 △221,646
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(5）利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年６月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,774,610

Ⅱ　利益処分額    

 　１.配当金  50,915  

 　２.役員賞与金  26,900 77,815

Ⅲ　次期繰越利益   1,696,795

    

株式会社ラヴィス（2465）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 18 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

総平均法による原価法

(1) 商品

同左

(2) 原材料・貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 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。

(1) 有形固定資産

 　　    　　 同左

 　 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

(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

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1) 　　　　──────

　　　　　　　

(2) 社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。　　

(2)　　　　 ──────
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．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

(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

(3)　　　　　──────

 　

(3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、当事業

年度における支給見込額に基づき計上し

ております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「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

引前当期純利益は、それぞれ27,990千円

減少しております。

(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、

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) 役員退職慰労引当金

　　　　　　　同左

５．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

６．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

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

 

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

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
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

７．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

８．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

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

　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） 

  当事業年度より、「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4,695,064千円でありま

す。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

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）

  当事業年度より、「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当期純利益は、

それぞれ29,317千円減少しております。

　表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月１日）

 　　　　　　　　　　──────

 

 （損益計算書関係）

 　前期まで「給与手当」としていたものは、当期より明瞭

 な開示のため「給与・賞与」と表示しております。

　 なお、当該変更に伴う影響はありません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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．　　　　  　　──────

 

投資その他の資産、その他

（長期性預金）
26,000千円

※２．会社が発行する株式の総数 ※２．　　　　　　　──────

 普通株式 149,000株

発行済株式総数 普通株式 50,915株

※３．関係会社項目

　関係会社に対する資産には、区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。

※３．関係会社項目

　関係会社に対する資産には、区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。

前払費用 39,531千円

敷金保証金 332,070千円

前払費用       43,534千円

敷金保証金       332,070千円

※４．平成15年６月30日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。

※４．　　　　　　　──────

資本準備金 161,144千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

営業費用 503,957千円 営業費用       507,314千円

※２．固定資産除却損は、工具器具及び備品867千円であ

　　ります。　　　　　　

※２．　　　　　　　──────

※３．減損損失

　　　当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。

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 
－ 

※３．　　　　　　　──────

　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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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 50,915 (注）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） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権（注）
普通株式 － 2,260 120 2,140 29,317

合計 － 　 　－ 2,260 120 2,140 29,317

  （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。

 　　　 ２．ストック・オプションとしての新株予約権の減少120株は、従業員の退職に伴う失効による減少でありま

　　　　　　す。

 　　　 ３．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

(1）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23日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議予定）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月15日

取締役会
普通株式 71,281 利益剰余金 700 平成19年３月31日 平成19年６月６日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定   2,487,353千円

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      2,487,353千円

※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。

※２　　　　　　　　──────

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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（リース取引関係）

 　　　　 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

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、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。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。

（デリバティブ取引関係）

 　　 　　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（退職給付関係）

　当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

 　　　　 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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　　　　　　　　　　　　　　（単位：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　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

繰延税金資産  

(流動)  

賞与引当金 65,138

未払人件費 28,291

未払社会保険料 13,405

未払事業税 53,735

未払事業所税 6,421

未払不動産取得税 5,947

その他 1,668

合計 174,605

(固定)  

借地権 35,526

減価償却超過額 242,313

退職慰労引当金 8,240

固定資産減損損失 60,159

その他 141

合計 346,379

繰延税金資産合計 520,984

繰延税金負債合計 －

評価性引当金 △8,240

繰延税金資産の純額 512,744

繰延税金資産  

(流動)  

賞与引当金 67,315

未払人件費 31,538

未払社会保険料 16,346

未払事業税 29,613

未払事業所税 7,721

未払不動産取得税 3,169

その他 1,798

合計 157,500

(固定)  

借地権 35,526

減価償却超過額 301,834

退職慰労引当金 11,565

その他 340

合計 349,265

繰延税金資産合計 506,765

繰延税金負債合計 －

評価性引当金 △11,565

繰延税金資産の純額 495,200

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

（単位：％） （単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

住民税均等割 1.1

留保金課税 8.1

評価性引当金 0.6

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.4

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5

住民税均等割 1.3

留保金課税 4.9

評価性引当金 0.2

その他 △1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.2

（持分法損益等）

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。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。

　（企業結合等）

 　　　　 該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

株式会

社アオ

キイン

ターナ

ショナ

ル

神奈川

県横浜

市都筑

区

23,282,626

メンズ

小売業

その他

の事業

(被所有)

直接　76.6

役員

２名

土地建

物の賃

借

土地建物の

賃借

（※１）

454,884
前払費用 39,531

敷金保証金 332,070

営業譲受

（※２）
168,352 ― ―

（注）１．上記金額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．取引条件及び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。

（※２）平成17年４月1日に「アニヴェルセル表参道」の営業を譲受けており、譲受け価額については鑑定

評価及び相手方の帳簿価額に基づき決定しております。なお、譲受け資産価額32,060千円よりも、譲

受け負債価額198,897千円（挙式予定者からの前受債務等）の方が大きいため、平成17年５月31日に

当社が166,837千円受領しております。

 ３．株式会社アオキインターナショナルは平成18年４月１日をもって株式会社ＡＯＫＩホールディングスに

 　商号を変更しております。

 (2) 役員及び主要株主等

属性 　 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 

  役員

 

青木寶久 ― ―

株式会社ラ

ヴィス取締

役会長

― ―  　―
会場使用

(※１）
23,422 売掛金 3,103

青木拡憲 ― ―

株式会社ラ

ヴィス取締

役副会長

― ― 　 ―
会場使用

(※１）
7,930 　 ― ―

 　（注）１．上記金額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．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　　（※１）取引条件については、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決

　　 定しております。
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当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

株式会

社ＡＯ

ＫＩ

ホール

ディン

グス

東京都

港区
23,282,626

メンズ

小売業

その他

の事業

(被所有)

直接　76.6

役員

２名

土地建

物の賃

借

土地建物の

賃借

（※１）

481,568

前払費用 43,534

敷金保証金 332,070

（注）１．上記金額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．取引条件及び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。

 　　　　　３．株式会社ＡＯＫＩホールディングスは、平成18年11月１日より本店所在地を変更しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額      46,106.88円

１株当たり当期純利益金額      8,528.42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。

　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。

   当社は、平成18年４月１日付けで株式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。

前事業年度

 １株当たり純資産額 38,342.63円

 １株当たり当期純利益金額 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。 

　（注）１．１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。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 716,576 868,448

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) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 689,676 868,448

期中平均株式数（株） 44,821 101,830

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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

　（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。

 
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

純資産の部合計額（千円） － 4,724,381

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ 29,317

（うち新株予約権） (－) (29,317)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 4,695,064

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株）
－ 101,830
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

 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

 　                 ──────
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

   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

    (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。

  　(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。　
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

     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。

    (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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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

    (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

株式会社ラヴィス（2465）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 34 －



前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

    (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。
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

   (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．その他
(1）役員の異動

  ①　代表取締役の異動

 該当事項はありません。

 ②　その他の役員の異動

 ・新任取締役候補

 取締役副会長　神谷晴雄（現　人事本部長）

 取締役人事部長　板原英貴（現　店舗統括本部長）

・役職の異動

 取締役　青木拡憲（現　取締役副会長）

 ③　就任予定日

 平成19年６月22日

（注）青木拡憲は、会社法第２条第15に定める社外取締役であります。
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(2）生産、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という単一の事業を行っており、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

　当事業年度の挙式施行件数の実績は、次のとおりであります。

区　　分
当事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

挙式披露宴
施行件数（組） 前期比（％）

4,369 109.8

　（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為、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

　当事業年度の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

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

受注件数（組） 前期比（％） 受注件数残高(組) 前期比（％）

挙式披露宴 5,534 121.3 3,206 116.3

　（注）１．受注件数は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為、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

　当事業年度の販売実績の状況は、次のとおりであります。

区　　分
当事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

挙式婚礼サービス売上
金額（千円） 前期比（％）

16,969,796 111.9

　（注）　金額には消費税等は含まれておりません。
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