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１．平成20年3月期の連結業績（平成19年 4月 1月～平成20年 3月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 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 ％

20年3月期 43,642 △6.0 △901 － △1,403 － △2,055 －

19年3月期 46,417 － 6,625 － 6,325 － 3,666 －

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

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年3月期 △2,844 03 － － △14.9 △3.5 △2.1

19年3月期 5,073 62 5,014 10 24.4 16.5 14.3

（参考）持分法投資損益 20年 3月期 ―百万円 19年 3月期 △117百万円

(2）連結財政状態

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

20年3月期 41,160 12,631 30.6 17,429 46

19年3月期 38,271 15,023 39.2 20,762 94

（参考）自己資本 20年 3月期 12,596百万円 19年 3月期 15,005百万円

(3）連結キャッシュ・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

20年3月期 △2,833 △8,128 6,547 2,014

19年3月期 4,965 △11,631 10,103 6,429

２．配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 　円 銭 　円 銭 百万円 ％ ％

　19年3月期 0 00 500 00 500 00 361 9.9 2.4

　20年3月期 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

　21年3月期（予想） 未定 未定 未定 未定 － －

３．平成21年3月期の連結業績予想（平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期期増減率）

売上高 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

第2四半期
連結累計期間

21,223 9.4 △1,492 － △1,563 － △994 － △1,208 31

通期 51,912 18.9 2,079 － 1,963 － 1,049 － 1,276 20
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

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、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）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） 20年 3月期 722,700株 19年 3月期 722,700株

②　期末自己株式数 20年 3月期 －　株 19年 3月期 －　株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年3月期の個別業績（平成19年 4月 1日～平成20年 3月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 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 ％

20年3月期 40,520 △11.6 △207 － △167 － △1,697 －

19年3月期 45,833 35.0 6,651 33.5 6,857 33.1 4,172 43.6

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

円 銭 円 銭

20年3月期 △2,348 69 － －

19年3月期 5,772 98 5,705 26

(2）個別財政状態

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

20年3月期 35,082 13,617 38.8 18,842 61

19年3月期 32,340 15,676 48.5 21,691 30

（参考）自己資本 20年 3月期 13,617百万円 19年 3月期 15,676百万円

２．平成21年3月期の個別業績予想（平成20年 4月 1日～21年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 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

第2四半期
累計期間

18,874 3.1 △1,487 － △1,542 － △971 － △1,181 19

通期 47,080 16.2 2,075 － 1,981 － 1,069 － 1,299 88

　※　上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料12ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  ①当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題の拡大等による米国経済の減速によるドル安、

原油価格高騰、個人消費の足踏み等が景気下押し要因となり景気回復のスピードは緩慢になりつつあるものの、引き

続き安定的な成長を確保できる見通しであります。

　当社グループが主事業を展開している挙式披露宴市場においては、少子化や晩婚化の影響が懸念されるものの、第

２次ベビーブーム世代の婚姻期が継続することで引き続き活性化しております。株式会社リクルート「ゼクシィ結婚

トレンド調査2007」(平成19年10月22日公表)によると、結婚にかかわる費用及び挙式披露宴費用は依然増加傾向にあ

り、さらに当社が提供しているハウスウェディングスタイルのシェアも19％まで増加いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは国内ウェディング事業を中心に顧客ニーズに合ったサービスの提供に努め

るとともに、当社グループが長期的に成長するための基盤固めに向けた取り組みに注力してまいりました。具体的に

は、企業理念の策定と共有、組織体制の強化、労働環境の整備、要員の補強、人事制度の整備、研修制度の整備、シ

ステム開発、商品サービスの見直し、施設のメンテナンス等に、取り組んでまいりました。

 （国内ウェディング事業）

　主力である国内ウェディング事業においては、集客数の向上と成約率につながる商品と人材の改善を目的とした対

策に注力してまいりました。

　まず広告宣伝部を新設し、効果的なメディアミックスを目的とした広告戦略の大幅な見直しを行いました。具体的

には、広告イメージの見直し、ホームページの大幅な刷新に加えて、地元メディアとタイアップしたイベントや食育

セミナーの開催などによる地域密着型の営業推進と店舗作りを進めてまいりました。これらによりお客様からの問合

せ数が大きく改善し、前年比を大幅に上回ることができました。今後は新たなマーケティングに基づいた広告媒体や

営業ツールの見直しを行い、更なる集客力の向上につなげてまいります。

　商品と人材の改善への対策としては、支配人に対してリーダースキル研修とOJT研修の実施や定期ミーティングの内

容の刷新を行い、ウェディングプランナーに対して過去の経験値の共有、婚礼知識・オペレーションや企画提案力・

発想力を促進するプログラムを組み込んだ研修を行うことにより、顧客ニーズに応える商品開発とプロデュース力を

兼ね備えた人材の育成を目指しました。

　その他の主要な取り組みといたしましては経年により競争力が低下しつつある店舗を中心としたメンテナンス及び

大型修繕を行いました。今後も営業実績やこれまでの取り組みの成果を評価し、限られた経営資源を最大限に活用で

きるよう店舗の厳選を行い、ハードとソフト双方からの競争力強化を推進してまいります。

　また各店舗の立地に合わせたコンセプトデザインによる直営店の新規出店は計画どおり推移いたしました。

　衛生管理体制については「衛生管理プロジェクト」を立ち上げ、衛生管理の知識習得、定期的な店舗検査・検便等

の衛生管理に関わる検査を強化いたしました。

 

　売上高については、前年下半期より単価の回復がみられたものの、取扱組数が減少したことにより、405億20百万円

となりました。

　損益面については、上記基盤固めの取り組みや新規出店により販管費が増加し、営業損失が2億8百万円となりまし

た。 

　平成20年3月期における直営店の新規出店状況は下記のとおりです

オープン年月日 店舗名(所在地) 

 平成19年 6月 　茅ヶ崎迎賓館（神奈川県茅ヶ崎市） 

 平成19年 9月 　ヒルサイドクラブ迎賓館（徳島県徳島市） 

 平成20年 2月 　青山迎賓館（東京都港区） 

 平成20年 3月 　表参道ＴＥＲＲＡＣＥ（東京都渋谷区） 

 平成20年3月期におけるレストランとの新規提携状況は下記のとおりです。

提携契約締結年月 レストラン名（所在地）

 平成19年 8月 　リストランテヴェントマリーノ（神奈川県中郡大磯町）

 平成19年 10月 　レスタジ　(東京都港区)

 平成19年 12月 　サンパウ（東京都中央区）

 平成20年  1月 　アストランス（東京都港区）
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 （海外・リゾートウェディング事業）

　海外・リゾートウェディング事業の売上高については、平成19年4月に当社所有割合91.8%となった当社連結子会社

グッドラック・コーポレーションの売上高からなっております。

　沖縄・バリ・ハワイに直営チャペルならびに提携チャペルを有し、平成19年7月及び11月にはそれぞれグアムに直営

チャペルをオープンし、順調に受注を獲得しております。当社から営業人員を投入して戦力強化に努めたことや、旅

行代理店への営業強化等の営業努力を行ったことから、売上高は17億24百万円となりました。

　一方、販売費及び一般管理費については、集客に注力することにより広告宣伝費が増加したこと及び新規出店に伴

う地代家賃等が増加した結果、営業損失が3億13百万円となりました。

 （結婚派生事業）

　結婚派生事業においては、ブライダル市場の前後にある市場への横展開を推進する当社連結子会社が取り組む事業

により構成されております。具体的には、インターネットメディア事業、金融事業、結婚情報サービス事業、旅行事

業、美容事業、ギャラリー事業の6つの事業からなります。

　売上高については、美容事業と旅行事業の売上高が寄与し14億15百万円となりました。

　一方、販売費及び一般管理費については、認知度の向上に注力することにより広告宣伝費が増加した結果、営業損

失が7億90百万円となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高 は436億42百万円（前年同期は464億17百万円）、営業損失は9億1百万円（前

年同期は66億25百万円の営業利益）、経常損失は14億3百万円（前年同期は63億25百万円の経常利益）、当期純損失は

20億55百万円（前年同期は36億66百万円の当期純利益）となりました。

　なお、表記金額に消費税等は含まれておりません。

 また、当連結会計年度の事業部門別の業績は次のとおりであります。

事業部門の名称 売上高（百万円） 構成比（％） 

 国内ウェディング事業 40,520 92.8

 海外・リゾートウェディング事業 1,724 4.0

 結婚派生事業 1,415 3.2

 内部売上高等の消去 △17 0.0

 合計 43,642 100.0

②次期の見通し（平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日）

次期の通期業績見通しにつきましては以下のとおり見込んでおります。

<連結>

売上高 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

通期 51,912 2,079 1,963 1,049

<個別>

売上高 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

通期 47,080 2,075 1,981 1,069

【業績予想に関する注意事項】

　当資料に記載されている業績見通し及び将来の予想に関する記述は、当社グループにおいて現時点で入手可能な情

報に基づいて判断したものであり、実際の業績については様々な要素により、これら業績予想と異なる結果となる可

能性があります。
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(2）財政状態に関する分析

  ① 資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較し28億88百万円増加し、411億60百万円となりました。

これは、営業キャッシュ・フローの減少により現金及び預金が43億61百万円減少したものの、国内ウェディング事業

における新規出店に伴う購入により土地が34億28百万円増加したこと、同じく国内ウェディング事業における新規出

店に伴う差入敷金保証金が20億71百万円増加したことによるものであります。

　当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度と比較し52億80百万円増加し、285億28百万円となりました。こ

れは主に、運転資金及び子会社への投融資に向けた資金調達により短期借入金が7億74百万円増加したこと、固定資産

の取得に伴い長期借入金が61億29百万円増加したこと等によるものであります。

　当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度と比較し23億92百万円減少し、126億31百万円となりました。

これは主に利益剰余金が24億16百万円減少したことによるものであります。

  ② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度は、主に国内ウェディング事業の売上減少等による税金等調整前純損失24億37百万円の計上により、

営業活動によるキャッシュ・フローは28億33百万円の支出となりました。新規出店や子会社への投融資については新

規借入金等によりまかなったものの、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は期首に比べ44億14百万円減少し、20

億14百万円となりました。

　当連結会計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）

　営業活動の結果減少した資金は28億33百万円（前連結会計年度は49億65百万円の獲得）となりました。これは主に

国内ウェディング事業の売上の減少等による税金等調整前純損失24億37百万円の計上、金融機関への利息の支払額5億

49百万円及び法人税等の支払額22億16百万円等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）

　投資活動の結果使用した資金は前連結会計年度と比べ35億3百万円減少の81億28百万円となりました。これは主に国

内ウェディング事業等の店舗展開に伴う有形固定資産の取得による支出56億14百万円、敷金保証金の差入による支出

21億25百万円等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）

　財務活動の結果得られた資金は前連結会計年度と比べ35億55百万円減少の65億47百万円となりました。これは主に

国内ウェディング事業に伴う設備資金等に係る長期借入れによる収入83億50百万円、主に子会社への投融資に係る短

期借入金の純増加額7億74百万円によるものであります。

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年 3月期 平成20年 3月期

自己資本比率（％） 39.2 30.6

時価ベースの自己資本比率（％） 137.7 19.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.1 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 23.4 ―

（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／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　株式時価総額は、当期末株価終値×当期末発行済株式数で計算しております。

　　　　②　有利子負債は連結貸借対照表に計上されている長短借入金を集計して計算しております。

　　　　③　平成20年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と認識しており、今後の企業発展のための利益確保

に努め継続的な成長を目指すとともに、株主の皆様に対して適正かつ安定的に利益配分を行うことを基本方針として

おります。

　一方、今期におきましてはフリーキャッシュフローがマイナスであることや業績の進捗動向、財政状態、さらには

経営方針の変更と将来の計画も十分に考慮し、また、企業としての強固な財務基盤が必要であると考え、経営資源の

内部留保を決定いたしました。

　今後におきましては、確保した利益は、まずは中長期的な成長へ繋げるための原資として有効活用するとともに、

業績向上、財務体質の強化を図り、さらには、株主の皆様への適性かつ安定的な利益配分を行うことでご期待に応え

ることが出来るよう努めてまいります。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財務状態および株価等に影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあ

ります。なお、当社グループの事業等に関するリスクについては、現時点において当社が判断したものであり、これ

らに限られるものではありません。

 

① 事業環境について

ａ．少子化及び競合の影響について

　挙式披露宴市場は、近年第２次ベビーブーム世代が顧客対象となっており婚姻件数は70万～75万組の範囲で推移し

ております。

　今後は、下表のとおり少子化が進むことから、中長期的には挙式披露宴市場の縮小が見込まれており、一方で、ハ

ウスウェディングの需要拡大に伴い、同業や他業種からの参入が増加しているため競争の激化が予測されます。当社

は、店舗デザインをはじめ、人材の育成、サービス内容の充実及びブランドの確立に注力し、他社との差別化を図っ

ておりますが、今後競争が激化し、競合企業のウェディングが顧客の志向にマッチしたものであった場合には、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

 　　 　年齢別総人口（単位：万人）　　　（平成20年 4月 1日現在 概算値）

年齢 45～49 40～44 35～39 30～34 25～29 20～24 15～19 10～14 5～9 0～4

総人口

男女計
775 828 951 918 772 718 622 598 585 542

　　 　<参照：総務省統計局　年齢（５歳階級）,男女別推計人口>

 

ｂ．季節変動について

　一般的に挙式披露宴は春（3～5月）、秋（9月～11月）に多く行われる傾向があり、当社の各会場においても、季

節変動の影響を受けております。

　当社は季節変動を考慮した計画策定を行っておりますが、シーズン期の受注を計画どおりに獲得できなかった場合

は、各会場の業績が大きく影響を受け、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

ｃ．法的規制について

　当社グループが建設・運営する施設については、建築基準法、消防法、下水道法等、ならびに建築構造や建築地域

にかかる排水・騒音対策などの各種条例による規制を受けております。

　当社グループ事業においては、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、利息制限法、

旅行業法、保険業法、特定商取引法、古物営業法、公衆浴場法の規制を受けております。

　また、当社の直営店及び株式会社テイクアンドギヴ・アーツにおいて料飲商品を提供しているため、当社グループ

は食品衛生管理法の規制対象となり、管轄保健所から営業許可を取得しております。外部専門機関による衛生検査、

検便検査、従業員へ体調に関するヒアリングを定期的に実施しており、普段から食品衛生管理の遵守を心がけており

ますが、直営店において食中毒が発生した場合には、食品等の廃棄処分、営業許可の取り消し、営業の禁止等を命じ

られることがあります。また、そのような事態が発生した場合は当社グループの社会的信用の低下を招き、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、当社グループは、お客様やお取引先の個人情報や機密情報の保護については、社内規程に基づき管理体制

を強化し、細心の注意を払っておりますが、予期せぬ事態により漏洩した場合、当社グループの社会的信用の低下、

損害賠償請求の発生等により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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ｄ．地震その他の天災

　当社グループの設備や挙式披露宴に影響を及ぼす大規模な自然災害が発生し、長期間にわたり業務を中断するなど

の想定した以上の事態が発生し、保険などにより填補できない場合、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

② 業務面等に関するリスク

ａ．出店形態について

　当社グループは、直営店を出店するにあたり、状況に応じた出店ができるよう、事業用借地権、リースバック方式、

不動産流動化スキーム等を活用しております。

当社は各店舗の収益性や条件を十分に考慮した上で契約を行っておりますが、万一当社が想定していた運営期間より

も短期で閉店せざるを得ない状況となった場合は、違約金の支払い等が発生し、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。

 

ｂ．人材の確保・育成について

　当社グループは、今後の事業展開において、人材の確保・育成が最も重要な課題の一つであると考えております。

そのために当社グループは新卒・中途採用活動を積極的に行い、また、成果が適切に還元される給与制度や教育研修

制度を確立する等、人材確保のために体制作りに注力していく方針です。しかし、今後の事業展開において、必要な

人材が計画どおりに確保・育成できない場合には、各事業の業績拡大が計画どおりに行えず、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

 

ｃ．食材及び安全衛生管理について

　狂牛病や鳥インフルエンザ、残留農薬等に代表されるように食材の安全性に関わる問題が発生しており、良質な食

材を安定的に確保することが当社にとって必要事項となっております。また近年、ノロウィルス等、ウィルスが原因

の食中毒の発生も増加傾向にあります。当社は、従来以上に安全性を重視し、食材の安定的な確保及び徹底した安全

衛生管理に努めてまいりますが、当社の食材等の安全性が疑われる問題が発生した場合等には、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。
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③ 財務面等に関するリスク

ａ．オフバランススキームの活用について

　当社グループは、新規出店において、設備投資負担を軽減させる一つの方法としてリースバック方式や不動産流動

化スキームの積極的な活用を行ってまいりました。

　このようなオフバランススキームの活用にあたり、会計士や弁護士等専門家の判断を仰ぎ、その段階で適正と考え

られる方式を採用しておりますが、会計基準の変更等、オフバランスが認められなくなる判断がなされた場合、当社

グループの財政状態に影響を与える可能性があります。また、経済情勢の変化等によりオフバランススキームを活用

できなかった場合、当社グループが自社で資金調達を行う必要があります。計画どおりに資金調達ができなかった場

合、当社の出店計画に影響を及ぼし、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

ｂ．敷金保証金について

　当社グループが現在出店している直営店にはデベロッパー等からの賃借があり、出店時には敷金保証金の差し入れ

を行っております。平成20年3月末時点における敷金保証金は82億36百万円となっており、総資産の20.0％を占めて

おります。当社グループは、新規に出店する際の与信管理を徹底させるとともに、特定のデベロッパーに対し出店が

集中しないように取り組んでおりますが、賃借先の倒産等の事由により、敷金保証金の全部又は一部が回収できなく

なった場合は、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

ｃ．有利子負債について

　当社グループは、主に金融機関から、自己所有物件の取得や子会社への投融資などを目的とした資金調達を行って

おります。今後の金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合には、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす

可能性があります。

 

ｄ．減損会計について

　当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、保有資産の将来キャッシュ・フロー等を算

定し減損の測定等を実施しております。今後、保有資産から得られるキャッシュ・フローが悪化し、将来キャッシュ

フローが見込めない等の事象が生じた場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ｅ．財務制限条項について

当社グループの平成20年3月末時点の借入金のうち、シンジケートローン３件については、財務制限条項が付されて

おります。これらの条項に抵触した場合、各項の変更につき金融機関と新たな合意がなされなければ、当社グループ

は、期限の利益を喪失し、該当する借入先に対し借入金を返済することとなっており、当社グループの資金繰りに影

響を及ぼす可能性があります。

 

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 8 －



２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び当社の連結子会社13社で構成され、結婚及び結婚から派生する分野を中心に下記の事業

を展開しております。

　なお、従来、全セグメントの売上高の合計額、営業損益の合計額に占める「国内ウェディング事業」の割合がいず

れも90％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、「海外・リゾートウェ

ディング事業」及び「結婚派生事業」の重要性が増したことから、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報

を記載することといたしました。

　主な事業内容及び関係会社の状況は以下のとおりであります。

 

 (1) 主な事業内容との関連

事業の名称 主要サービス 事業主体

 国内ウェディング事業 　国内におけるウェディングの運営
 当社

 連結子会社

 海外・リゾートウェディ 

 ング事業
　海外・リゾートにおけるウェディングの運営  連結子会社

 結婚派生事業
　結婚準備及び生活を総合サポートするインターネットメデ 

  ィアの制作及び運営等の結婚に派生する事業
 連結子会社
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  (2) 関係会社の状況

名称 住所
資本金
または
出資金

議決権の
所有割合
（％）

主要な事業の内容

（連結子会社）     

株式会社 総合生活
東京都

港区
10百万円 100.0 結婚派生事業

株式会社 ライフエンジェル
東京都

港区
140百万円 100.0 結婚派生事業

株式会社 テイクアンドギヴ・アーツ
東京都

港区
10百万円 100.0 結婚派生事業

株式会社 アニバーサリートラベル
東京都

港区
100百万円 51.0 結婚派生事業

株式会社 Ｔ＆Ｇ Ｂｅａｕｔｙ
東京都港

区
10百万円 51.0 結婚派生事業

株式会社 パートナーエージェント

(注2)

東京都

港区
300百万円 100.0 結婚派生事業

株式会社 グッドラック・コーポレー

ション(注2)

東京都

港区
665百万円 91.8 海外・リゾートウェディング事業

GOODLUCK INTERNATIONAL 

CORPORATION

米国

ハワイ州

110千

USドル

91.8

(91.8)
海外・リゾートウェディング事業

GOODLUCK INTERNATIONAL BARI

インドネ

シア

バリ島

1,309百万

インドネシア

ルピア

91.8

(91.8)
海外・リゾートウェディング事業

ARLUIS WEDDING(GUAM) CORPORATION

米国

グアム

準州

190千

USドル

91.8

(91.8)
海外・リゾートウェディング事業

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ

大阪 (注3)

東京都

港区
206百万円 ― 匿名組合契約に基づく出資

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ

小倉 (注3)

東京都

港区
207百万円 ― 匿名組合契約に基づく出資

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ

松山 (注3)

東京都

港区
248百万円 ― 匿名組合契約に基づく出資

 （注）1．「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。

　　　 2．特定子会社であります。

　　　 3．議決権は所有しておりませんが、実質的な支配力を持っているため連結子会社としているものであります。

　　　 4．主な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
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 (3) 事業系統図

　（注) 上記事業を展開する各企業は下記のとおりであります。

国内ウェディング事業：株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（当社）

海外・リゾートウェディング事業：株式会社グッドラック・コーポレーション

                                GOODLUCK INTERNATIONAL CORPORATION

                                GOODLUCK INTERNATIONAL BALI

                                ARLUIS WEDDING（GUAM） CORPORATION

結婚派生事業：株式会社総合生活（インターネットメディア事業）

              株式会社ライフエンジェル（金融事業）

              株式会社パートナーエージェント（結婚情報サービス事業）

              株式会社アニバーサリートラベル（旅行事業）

              株式会社T&G Beauty（美容事業）

              株式会社テイクアンドギヴ・アーツ（ギャラリー事業）
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは平成19年4月に当社グループ全社員が目指すべき姿として「人の心を、人生を豊かにする」を企業理

念として新たに掲げました。

  上記企業理念のもと「時間」を「幸せな瞬間」に変えるプロフェッショナル集団として、人々の生活における多用

なニーズを汲み取り、理念に即したサービスを提供することで、世の中に一人でも多くのファンを作り社会に必要と

され続ける会社へと成長することを目標としております。

  またこの企業理念に従い、世の中の人々の心を豊かにする商品・サービスを提供することによって、お客様をはじ

め、株主の皆様、取引先及び従業員等、当社のステークホルダーの皆様に、さらには広く世の中に必要とされ続ける

企業でありたいと考えております。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは短期的な景気状況等に左右されず、安定的に企業経営を行うために、強固な財務基盤が必要である

と考え、財務バランスを保ちながら売上高・利益を成長させていくことを基本方針としております。当社グループで

は従来より、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）の30％以上の達成を目標としており、効率的な経営を実施してまいり

ます。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループはこれまで、国内ウェディング事業を中心に事業を推進し収益基盤を固めることで成長を遂げ、更に

はその前後に広がる市場で顧客ニーズを捉えたサービスを提供する事業展開を進めてきました。

　そして今、ハウスウェディングという市場を創り上げ急成長を遂げた当社は、限られた経営資源を最適に配分し、

効率的に事業を伸ばすため「選択と集中」に目を向ける時期を迎えました。抜本的な方針の転換をし、事業単位なら

びに各事業における店舗単位でその考え方を適用していきます。

　まずは本業である国内ウェディング事業に注力し経営資源の拡充を図るため、本業との相乗効果が小さく収益化す

るまでに時間を要する事業を見直し、事業領域の再構築を行いました。具体的には、美容事業の不採算店舗の閉鎖を

前提とした決算処理、結婚情報サービス事業の譲渡に伴う決算処理を実施いたしました。

　この経営戦略の見直しにより、平成19年5月に発表した3ヵ年収益計画については、その前提条件が大幅に変遷する

ため、見直しを行います。

　その軸となる取り組みとして、平成21年3月期は主事業である国内ウェディング事業をさらに強化するため、経営方

針を見直し、抜本的な改革を進めてまいります。

　これまでの組織体制を再度見直し、ゼロベースでの立て直しを図るため、チェーンオペレーションの功績者を経営

陣の一人として迎え、これまで社長にあった営業に関する管掌権限をすべて委譲しマネジメント体制を一新します。

　その中長期的な経営戦略を実現するための基盤づくりとして、営業施策を効率的に機能させる組織を平成20年4月に

新設いたしました。ウェディング事業本部は営業支援部門とオペレーション部門から成り、本部各組織間の連携を密

接に取り、本部が一丸となって業務を推進していく体制を整えました。競合・顧客・自社及びマーケットの調査をし

フィードバックするマーケティング室、商品の改善と当社ならではの企画を担当するマーチャンダイジング室、顧客

の声を吸い上げクレームゼロの営業推進を支援するお客様相談室、店舗収益の効率化に向けた施策を練る事業戦略室

と高効率のメディアミックスを推進する広告宣伝室が営業支援部門として連携を取り、オペレーション部門が現場に

専念できるサポート体制を築きました。

　そして企業理念に基づいた当社のブランド・強みを細分化し各店舗に落とし込むマネジメントに切り替え、チェー

ンオペレーションを投じることでより高いクオリティの均一化を図り、「真の顧客主義」を追求してまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

　現在、主事業として国内ウェディング事業を展開する当社における課題について記載いたします。

  近年、当社が提唱し続けてきたハウスウェディングが、お客様をはじめ世間一般に認知されることとなり、それに

伴って従来のホテル又は専門式場ならびに新規企業の参入が進み、少子化の影響が表れ始める数年後以降、競争はま

すます激化することが予想されます。

  このような状況下において、当社がハウスウェディングのパイオニアとして挙式披露宴市場において確固たる地位

を築いていくために下記の事項を主な課題として認識しており、課題解決に向けて積極的に取り組むとともに、収益

計画の達成及び長期的な成長をするための基盤づくりに全力を尽くしてまいります。

① クオリティの追求

  当社は「映画のワンシーンのような」ウェディングスタイルの実現を商品コンセプトとし、建物・内装をはじめ、

贅沢な雰囲気を演出することが可能な店舗づくりを実現するとともに、専属のウェディングプランナーがお客様を担

当することで、お客様の個性にあった挙式披露宴サービスの企画提案を行える体制を確立しております。従来のホテ

ル又は専門式場ならびに競合他社により、類似したサービスが展開されているため、当社は統一オペレーションによっ

てクオリティの底上げを目指し、その上で個性と付加価値を加えた「感動」を生む商品及びサービスを提供すること

に注力してまいります。

② 人材の育成

  当社が長期的に成長していくためには、従業員の育成が最も重要な課題のひとつとなります。これまで当社は「顧

客へのサービス力」「収益意識」の両面からウェディングプランナーや支配人への継続的な研修を実施してまいりま

したが、「顧客満足度」のさらなる向上を目指し、人材育成により注力しております。また次代を担う戦力の育成を

目的として、中長期的にバランスの取れた人材の育成に一層注力してまいります。

③ 労働環境の整備

  これまでの急成長の過程で見えてきた課題への対策として、公正な評価を行うため平成20年4月に新人事制度を導入

しました。コンピテンシーを基準としたグレードとステップを全社員に付与し、短期・中長期の評価、育成、報酬、

目標管理を体系化した新人事制度を運用するとともに、人員の配置を考慮しワークライフバランスの考え方を取り入

れることで労働環境の整備に努めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年 3月31日）
当連結会計年度

（平成20年 3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 ※１  6,876   2,515   

２　売掛金   120   268   

３　営業貸付金   797   1,061   

４　たな卸資産   141   106   

５　前払費用   544   562   

６　繰延税金資産   200   81   

７　その他 ※１  221   359   

８　貸倒引当金   △15   △20   

流動資産合計   8,886 23.2  4,934 12.0 △3,951

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※１ 13,516   15,550    

減価償却累計額 ※２ △1,519 11,997  △2,618 12,931   

(2) 機械装置及び運搬具  122   122    

減価償却累計額 ※２ △19 102  △76 46   

(3) 工具器具備品 ※１ 1,855   2,103    

減価償却累計額 ※２ △726 1,128  △1,205 897   

(4) 土地 ※１  6,532   9,961   

(5) 建設仮勘定   684   37   

有形固定資産合計   20,446 53.4  23,873 58.0 3,427

２　無形固定資産   320 0.9  1,091 2.6 771

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   481   617   

(2) 長期貸付金   1,441   1,331   

(3) 長期前払費用   457   467   

(4) 繰延税金資産   67   602   

(5) 差入敷金保証金   6,165   8,236   

(6) その他   6   6   

投資その他の資産合計   8,619 22.5  11,260 27.4 2,641

固定資産合計   29,385 76.8  36,225 88.0 6,840

資産合計   38,271 100.0  41,160 100.0 2,888
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前連結会計年度

（平成19年 3月31日）
当連結会計年度

（平成20年 3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   2,980   2,681   

２　短期借入金 ※１  2,730   3,505   

３　１年以内返済予定長期
借入金

※１、3  1,869   2,440   

４　未払法人税等   2,211   45   

５　閉店損失引当金   ―   94   

６　関係会社事業損失引当
金

  ―   102   

７　その他   2,340   2,355   

流動負債合計   12,131 31.7  11,224 27.3 △906

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１、3  11,018   16,577   

２　リース資産減損勘定   ―   507   

３　その他   98   219   

固定負債合計   11,116 29.0  17,304 42.0 6,187

負債合計   23,248 60.7  28,528 69.3 5,280

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   2,949 7.7  2,949 7.2  

２　資本剰余金   2,895 7.6  2,895 7.0  

３　利益剰余金   9,160 23.9  6,743 16.4  

株主資本合計   15,005 39.2  12,588 30.6 △2,416

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　為替換算調整勘定   ― ―  7 0.0  

評価・換算差額等合計   ― ―  7 0.0 7

Ⅲ　少数株主持分   18 0.1  35 0.1 17

純資産合計   15,023 39.3  12,631 30.7 △2,392

負債純資産合計   38,271 100.0  41,160 100.0 2,888
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   46,417 100.0  43,642 100.0 △2,774

Ⅱ　売上原価   21,388 46.1  21,193 48.6 △195

売上総利益   25,028 53.9  22,449 51.4 △2,579

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  18,403 39.6  23,350 53.5 4,947

営業利益又は営業損失
（△）

  6,625 14.3  △901 △2.1 △7,526

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  29   26    

２　受取配当金  0   0    

３　匿名組合収益  119   124    

４　受取賃貸料  19   14    

５　その他  8 176 0.3 13 179 0.4 3

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  289   494    

２　持分法投資損失  117   ―    

３　為替差損  ―   70    

４　その他  69 476 1.0 116 681 1.5 205

経常利益又は経常損失
（△)

  6,325 13.6  △1,403 △3.2 △7,729

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 480   ―    

２　投資有価証券売却益  ― 480 1.0 0 0 0.0 △479

Ⅶ　特別損失         

１　リース解約費用  30   ―    

２　提携店舗閉鎖関連費用  8   ―    

３　固定資産除却損 ※３ 12   53    

４　本社移転関連費用  20   ―    

５　固定資産売却損 ※４ ―   3    

６　減損損失 ※５ ―   771    

７　投資有価証券評価損  ―   9    

８　閉店損失引当金繰入
額 

 ―   94    

９　関係会社事業損失引当
金繰入額

 ― 72 0.1 102 1,034 2.4 961

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

  6,733 14.5  △2,437 △5.6 △9,170

法人税、住民税及び事
業税

 3,175   72    

法人税等調整額  △81 3,094 6.7 △416 △344 △0.8 △3,438

少数株主損失   27 0.1  37 0.1 △64

当期純利益又は当期純
損失（△)

  3,666 7.9  △2,055 △4.7 △5,721
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

 
株主資本

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年 3月31日残高（百万円） 2,949 2,895 6,020 11,865 ― 11,865

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注）   △361 △361  △361

当期純利益   3,666 3,666  3,666

連結子会社の増加   △65 △65  △65

持分法適用会社の増加   △100 △100  △100

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

   ― 18 18

連結会計年度中の変動額合計（百万円） ― ― 3,139 3,139 18 3,158

平成19年 3月31日残高（百万円） 2,949 2,895 9,160 15,005 18 15,023

　（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す。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

株主資本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年 3月31日残高（百万円） 2,949 2,895 9,160 15,005 ― ―

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当   △361 △361 ― ―

当期純利益（△）   △2,055 △2,055 ― ―

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

   ― 7 7

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― ― △2,416 △2,416 7 7

平成20年 3月31日残高（百万円） 2,949 2,895 6,743 12,588 7 7

少数株主持分 純資産合計

平成19年 3月31日残高（百万円） 18 15,023

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当 ― △361

当期純利益（△） ― △2,055

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

16 24

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

16 △2,392

平成20年 3月31日残高（百万円） 35 12,631

 

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 17 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　税金等調整前当期純利
益

 6,733 △2,437  

２　減価償却費  1,046 1,575  

３　閉店損失引当金の増加
額　

 ― 94  

４　関係会社事業損失引当
金の増加額

 ― 102  

５　受取利息及び受取配当
金

 △29 △26  

６　支払利息  289 494  

７　固定資産売却益  △480 ―  

８　減損損失  ― 771  

９　営業貸付金の増加額  △659 △264  

10　売上債権の増加額  △175 △80  

11　仕入債務の増減額  1,058 △298  

12　前払費用の増加額  △158 △18  

13　未払金の増減額  △244 47  

14　その他  34 △51  

小計  7,414 △90 △7,504

15　利息及び配当金の受取
額

 29 23  

16　利息の支払額  △212 △549  

17　法人税等の支払額  △2,266 △2,216  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,965 △2,833 △7,798
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前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　匿名組合現金預金の純
増減額

 △268 △53  

２　新規連結子会社の取得
による支出

※２ △140 ―  

３　有形固定資産の取得に
よる支出

 △10,552 △5,614  

４　有形固定資産の売却に
よる収入　

 2,797 1  

５　施設利用権の取得によ
る支出 　

 ― △280  

６　貸付金による支出　  △1,352 △1  

７　貸付金の回収による収
入

 263 110  

８　敷金保証金の差入によ
る支出

 △2,527 △2,125  

９　敷金保証金の返還によ
る収入

 262 52  

10　その他  △115 △217  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △11,631 △8,128 3,503

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　短期借入金の純増減額  2,730 774  

２　長期借入による収入  9,370 8,350  

３　長期借入金の返済によ
る支出

 △1,638 △2,220  

４　配当金の支払額  △357 △356  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 10,103 6,547 △3,555

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 ― △0 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（減少：△）

 3,437 △4,414 △7,852

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

 154 ― △154

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,837 6,429 3,592

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 6,429 2,014 △4,415
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数

１３社

(1) 連結子会社の数

１３社

 (2) 連結子会社の名称

株式会社 総合生活

株式会社 ライフエンジェル

株式会社 テイクアンドギヴ・アーツ

株式会社 アニバーサリートラベル

株式会社 Ｔ＆Ｇ Ｂｅａｕｔｙ

株式会社 パートナーエージェント

株式会社 グッドラック・コーポレー

ション

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 　

大阪

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 　

小倉

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 　

松山

GOODLUCK INTERNATIONAL 

CORPORATION

GOODLUCK INTERNATIONAL BARI

ARLUIS WEDDING (GUAM) CORPORATION

　なお、当連結会計年度より、持分法

適用関連会社であった株式会社グッド

ラック・コーポレーションについては、

持分比率が増加したため、連結子会社

となりました。

(2) 連結子会社の名称

株式会社 総合生活

株式会社 ライフエンジェル

株式会社 テイクアンドギヴ・アーツ

株式会社 アニバーサリートラベル

株式会社 Ｔ＆Ｇ Ｂｅａｕｔｙ

株式会社 パートナーエージェント

株式会社 グッドラック・コーポレー

ション

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 　

大阪

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 　

小倉

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 　

松山

GOODLUCK INTERNATIONAL 

CORPORATION

GOODLUCK INTERNATIONAL BARI

ARLUIS WEDDING (GUAM) CORPORATION

 

  （追加情報）

開示対象特別目的会社の概要、開示対

象特別目的会社を利用した取引の概要

及び開示対象特別目的会社との取引金

額等については、「開示対象特別目的

会社関係」として記載しておりま

す。

なお、当連結会計年度より、「一定の

特別目的会社に係る開示に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第15号

　平成19年3月29日）を適用しており

ます。

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した関連会社

該当ありません。

　なお、当連結会計年度より、持分法

適用関連会社であった株式会社グッド

ラック・コーポレーションについては、

持分比率が増加したため、連結子会社

となりました。

(1) 持分法を適用した関連会社

該当ありません。

 

 (2) 持分法を適用しない関連会社

該当ありません。

(2) 持分法を適用しない関連会社

　　　　同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、次のとおりであ

ります。

3月31日　６社　　6月30日　４社　　12

月31日　３社

　連結子会社のうち、株式会社グッドラッ

ク・コーポレーション他３社の決算日が6

月末日であり、連結財務諸表の作成に当

たっては、12月末日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を、また、その他の連結

子会社は、それぞれの決算日の財務諸表を

使用しております。

　連結決算日と上記の決算日等との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

　連結子会社の決算日は、次のとおりであ

ります。

3月31日　６社　　6月30日　３社　　12

月31日　４社

　連結子会社のうち、株式会社グッドラッ

ク・コーポレーション他２社の決算日が6

月末日であり、連結財務諸表の作成に当

たっては、12月末日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を、また、その他の連結

子会社は、それぞれの決算日の財務諸表を

使用しております。

　連結決算日と上記の決算日等との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

ａ その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

　なお、匿名組合出資金について

は、組合契約に規定される決算報

告書に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。

① 有価証券

ａ その他有価証券

時価のないもの

　　　　同　左

 

 ② たな卸資産

ａ 商品

主に個別法による原価法

② たな卸資産

ａ 商品

　　　　　同　左

 ｂ 貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ 貯蔵品

　　　　　同　左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

　主に定率法を採用しております。た

だし、建物（建物附属設備を除く）に

ついては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。

建物及び構築物　　　３～50年

機械装置及び運搬具　２～８年

工具器具備品　　　　２～15年

① 有形固定資産

　主に定率法を採用しております。た

だし、建物（建物附属設備を除く）に

ついては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。

建物及び構築物　　　３～50年

機械装置及び運搬具　２～８年

工具器具備品　　　　２～15年
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

  

 

 

 

 

 

 (会計方針の変更)

  法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年3月30日　法

律第6号)及び(法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年3月30日　政令

第83号))に伴い、当連結会計年度から、

平成19年4月1日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失は、それぞれ16

百万円増加しております。

  

 

 

 

 

 

 (追加情報)

　当連結会計年度から、平成19年3月31

以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら5年間で均等償却する方法によってお

ります。

　当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。

  

 

 

 

 

 

 (追加情報)

　従来、事業用定期借地権上の建物等

については、他の減価償却資産と同様、

法人税法の規定に基づく耐用年数によ

り償却を行ってまいりましたが、当連

結会計年度より借地契約期間で償却を

行うことといたしました。

　これは、建物等の耐用年数を当該借

地契約期間とすることで、より合理的

な期間損益計算を行い、財政状態の健

全化を図るためのものであります。

　これに伴い、前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失

は、それぞれ317百万円増加しておりま

す。

 ② 無形固定資産

　定額法によっております。ただし、

ソフトウェアに関しましては、社内に

おける見込利用可能期間（５年）によ

る定額法によっております。

② 無形固定資産

　　　　　　同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

(3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

　債権の貸倒れ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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

　　　　　　同　左

  

 

 

―――――――――――

閉店損失引当金 

　店舗閉鎖に伴い発生する損失に備え、

店舗閉鎖により合理的に見込まれる中途

解約違約金及び原状回復費等の閉店関連

損失見込額を計上しております。

  

  

―――――――――――

関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備えるため、

当社が負担すると見込まれる損失見込額

を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準　

 

 

 

  

―――――――――――

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、当

該子会社等の決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は当該子

会社等の決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。

(5) 重要なリース取引の処

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
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、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）

金利スワップ

（ヘッジ対象）

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

　当社グループは、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

取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約ごとに行っております。

③ ヘッジ方針

           同　左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては特例処理の

要件を満たしているため記載を省略し

ております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

           同　左

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

① 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。

① 消費税等の会計処理

           同　左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

              同　左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんは５年間で均等償却しております。              同　左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（平成20年 3月31日）

※１　担保に供している資産及び担保付債務

① 担保資産

※１　担保に供している資産及び担保付債務

① 担保資産

現金及び預金 407百万円

流動資産（その他） 44 

建物及び構築物 3,347 

工具器具備品 128 

土地 6,080 

合計 10,007 

現金及び預金 341百万円

建物及び構築物 4,361 

工具器具備品 113 

土地 9,554 

建設仮勘定 21 

合計 14,392 

② 担保付債務 ② 担保付債務

短期借入金 1,420百万円

１年以内返済予定長期借入金 526 

長期借入金 7,007 

合計 8,953 

１年以内返済予定長期借入金 919 

長期借入金 11,792 

合計 12,712 

※２　――――――――――――――――― ※２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

  

※３　―――――――――――――――――　 ※３　財務制限条項　

 　　　　当社の借入金のうち8,100百万円には、下記の財

務制限条項が付せられております。なお、これに抵

触した場合には、当該借入金の返済を求められる可

能性があります。

①各連結会計年度の決算期の末日における連結貸借

対照表における純資産の部の金額を、前年同期比

75％以上に維持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対

照表における純資産の部の金額を、前年同期比75％

以上に維持すること。

③各連結会計年度の決算期の末日における連結損益

計算書に示される営業損益が2期連続して損失とな

らないようにすること。

④各事業年度の決算期の末日における単体の損益計

算書に示される営業損益が2期連続して損失となら

ないようにすること。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給与手当 4,149百万円

広告宣伝費 3,308

地代家賃 4,394

給与手当 4,557百万円

広告宣伝費 4,097

地代家賃 5,341

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　―――――――――――――――――

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 479

合計 480

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 7百万円

工具器具備品 4

合計 12

建物及び構築物 2百万円

工具器具備品  0

建設仮勘定  50

合計 53

※４　――――――――――――――――― ※４　固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 3百万円
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

※５　――――――――――――――――― ※５　減損損失

 　 当社グループは、以下の資産グループについて減損　

　損失を計上しました。

用途 種類 場所

店舗設備 
建物及び構築物・工具器

具備品・リース資産 
九州地区

店舗設備 
建物・機械装置・工具器

具備品
近畿地区

遊休資産 土地 米国ハワイ州

 　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位としてグルーピングして、

減損損失の認識を行っております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、

また、継続してマイナスとなる見込みである店舗につ

いて、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（771百万円）として特別損失に計上いた

しました。

　減損損失の内訳は、建物及び構築物129百万円、機械

装置44百万円、工具器具備品17百万円、土地30百万円、

リース資産減損勘定550百万円であります。

　なお、減損損失の測定における回収可能価額の算定

に当たっては、土地については、取引事例等を勘案し

た正味売却可能価額より評価しております。また、土

地を除く資産につきましては使用価値によっておりま

すが、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイ

ナスであるため具体的な割引率の算定は行っておりま

せん。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 722,700 ― ― 722,700

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年 6月28日

定時株主総会
普通株式 361 500 平成18年 3月31日 平成18年 6月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年 6月27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 361 500 平成19年 3月31日 平成19年 6月28日

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 722,700 ― ― 722,700

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年 6月27日

定時株主総会
普通株式 361 500 平成19年 3月31日 平成19年 6月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年 3月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年 3月31日現在）

現金及び預金勘定 6,876百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△40

現金及び預金のうち匿名組合保

有額
△407

現金及び現金同等物 6,429

現金及び預金勘定 2,515百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△40

現金及び預金のうち匿名組合保

有額
△460

現金及び現金同等物 2,014

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内容

　株式の取得により新たに株式会社グッドラック・

コーポレーションを連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳ならびに株式取得価格と取得のた

めの支出（純額）との関係は次のとおりであります。

株式会社グッドラック・コーポレーション

※２　―――――――――――――――――

流動資産 231百万円

固定資産 943

のれん 102

流動負債 △1,187

持分法による投資評価額 210

株式会社グッドラック・コーポ

レーションの取得価格
300

株式会社グッドラック・コーポ

レーションの現金及び現金同等

物

159

差引：  

株式会社グッドラック・コーポ

レーション取得のための支出
140
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１　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

及び当期末残高相当額

１　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、

減損損失累計額相当額及び当期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相当
額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物 11,421 1,215 10,205

工具器具備
品

2,066 645 1,421

合計 13,487 1,860 11,626

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

減損損失 
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物 11,825 2,244 518 9,062

工具器
具備品

2,322 1,023 32 1,267

合計 14,147 3,267 550 10,329

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,095百万円

１年超 10,747

合計 11,842

１年内 1,198百万円

１年超 10,323

合計 11,522
  
リース資産減損勘定の残高 550百万円

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、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 1,754百万円

減価償却費相当額 1,162

支払利息相当額 848

支払リース料 2,231百万円

減価償却費相当額 1,459

支払利息相当額 1,090

減損損失 550

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

                  同　左

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。

利息相当額の算定方法

                  同　左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額

１年内 253百万円

１年超 1,375

合計 1,628

１年内 253百万円

１年超 1,121

合計 1,375
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（有価証券関係）

　１.当連結会計年度中の売却されたその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

― ―　 ―　 24　 0　 ―　

　　２.時価評価されていない主な有価証券

内容
前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

匿名組合出資金 411 536

非上場株式 70 80

　　（注）当連結会計年度中において、その他有価証券で時価のない株式9百万円の減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップで

あります。

(1) 取引の内容

同　左

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同　左

(3) 取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(3) 取引の利用目的

同　左

　

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、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。

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

 

 

 

（ヘッジ対象）

借入金の利息

 

 

③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

有効性の判定を省略しております。

 

 

(4) 取引に係るリスクの内容

　当社が利用している金利スワップは、市場金利の変

動によるリスクがあります。なお、取引の契約先は信

用度の高い金融機関に限定しているため、相手先の契

約不履行による信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(4) 取引に係るリスクの内容

同　左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担

当者の承認を得て行っております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同　左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日

至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会

計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

該当事項はありません。

同　左
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

１　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 
平成13年の旧商法

280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権

会社名 提出会社

決議年月日 平成13年 9月17日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び当社従業員12名

株式の種類及び付与数 普通株式　22,500株

付与日 平成13年 9月17日

権利確定条件

付与日（平成13年 9月17日）から

権利確定日（平成15年 9月17日）

まで継続して勤務していること

対象勤務期間 平成13年 9月17日～平成15年 9月17日

権利行使期間 平成15年 9月17日～平成23年 9月16日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

 
平成13年の旧商法

280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権

会社名 提出会社

権利確定前  

期首（株） ―

付与（株） ―

失効（株） ―

権利確定（株） ―

未確定残（株） ―

権利確定後  

期首（株） 9,000

権利確定（株） ―

権利行使（株） ―

失効（株） ―

未行使残（株） 9,000

②　単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成13年 9月17日

権利行使価格（円） 5,556

行使時平均株価（円） ―

付与日における公正な評価単価（円） ―
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当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

１　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 
平成13年の旧商法

280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権

会社名 提出会社

決議年月日 平成13年 9月17日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び当社従業員12名

株式の種類及び付与数 普通株式　22,500株

付与日 平成13年 9月17日

権利確定条件

付与日（平成13年 9月17日）から

権利確定日（平成15年 9月17日）

まで継続して勤務していること

対象勤務期間 平成13年 9月17日～平成15年 9月17日

権利行使期間 平成15年 9月17日～平成23年 9月16日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

 
平成13年の旧商法

280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権

会社名 提出会社

権利確定前  

期首（株） ―　

付与（株） ―　

失効（株） ―　

権利確定（株） ―　

未確定残（株） ―　

権利確定後 ―　

期首（株） 9,000

権利確定（株） ―　

権利行使（株） ―

失効（株） ―

未行使残（株）  9,000

②　単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成13年 9月17日

権利行使価格（円）  5,556

行使時平均株価（円） ―

付与日における公正な評価単価（円） ―
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（平成20年 3月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳

（繰延税金資産）  

税務上の繰越欠損金 373百万円

未払事業税 166

借地権償却 75

未払事業所税 16

長期前払費用償却 13

前受金 12

その他 6

繰延税金資産小計 664

評価性引当額 △373

繰延税金資産合計 291

（繰延税金負債）  

長期貸付金利息 23

その他 0

繰延税金負債合計 23

繰延税金資産純額 267

（繰延税金資産）  

税務上の繰越欠損金 731百万円

減損損失 352

減価償却超過額 142

借地権償却　 88

関係会社事業損失引当金 41

その他 127

繰延税金資産小計 1,484

評価性引当額 △769

繰延税金資産合計 714

（繰延税金負債）  

長期貸付金利息 30

繰延税金負債合計 30

繰延税金資産純額 683

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

との間の差異の原因となった項目別の内訳

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

との間の差異の原因となった項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

欠損子会社の未認識税務利益 3.2％

住民税均等割額 2.2％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
46.0％

　　  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税金等調整前当期純損失が計

上されているため記載しておりません。　 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるウェディング事業

の割合が、いずれも90％を超えるため、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

国内ウェディ
ング事業
（百万円）

海外・リゾー
トウェディン

グ事業
（百万円）

結婚派生
事業

（百万円）

計
 
 

（百万円）

消去又は　
全社
 

（百万円）

連結
 
 

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 40,515 1,717 1,409 43,642 ― 43,642

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4 7 6 17 △17 ―

計 40,520 1,724 1,415 43,660 △17 43,642

営業費用 38,436 2,038 2,205 42,676 1,863 44,543

営業利益又は営業損失（△） 2,084 △313 △790 980 △1,881 △901

Ⅱ　資産、減価償却費及び　　　

資本的支出
      

資産 33,816 2,246 2,418 38,481 2,678 41,160

減価償却費 1,410 51 82 1,544 31 1,575

減損損失　 569 30 171 771 ― 771

資本的支出 5,139 839 86 6,065 2 6,067

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　　２．各区分の主なサービス

 　　　　　(1) 国内ウェディング事業　……………………国内におけるウェディングの運営

 　　　　 （2）海外・リゾートウェディング事業　…海外・リゾートにおけるウェディングの運営

 　　　　  (3) 結婚派生事業　…………………………結婚準備及び生活を総合サポートするインターネットメ

ディアの制作及び運営等の結婚に派生する事業

　　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,893百万円）の主なものは、親

会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

　　　　４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,678百万円）のうち主なものは、親会社での

現預金、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

　　　　５．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれており、資本的支出には、長期前払費用の増加額

が含まれております。

　　　　６．国内ウェディング事業の減損損失569百万円には、リース資産に対する減損損失550百万円が含まれ

ております。

　　　　７．従来、全セグメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める「国内ウェディング事業」の割

合がいずれも９０％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりました

が、「海外・リゾートウェディング事業」及び「結婚派生事業」の重要性が増したことから、当連

結会計年度より事業の種類別セグメント情報を記載しております。

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 37 －



ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

　　１.役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は　
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有　　　
(被所有）

割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

 役員  野尻 佳孝  ― ―
当社代表取

締役社長

 (所有) 

 直接21.08
― ―

挙式宴会売上　

(注)1
148  ― ―

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

当該取引の販売価格等については、取締役会の承認に基づき実行されております。

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

（開示対象特別目的会社関係）

　１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

 　当社は、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金を調達することを目的として、不動産の流動化を実施するに当

たり、特例有限会社である特別目的会社を利用しております。

　当社は、平成16年3月に自社2店舗（アーカンジェル迎賓館名古屋、アーフェリーク迎賓館福岡）を特別目的会社に譲

渡する「自社2店舗の流動化」を実施いたしました。

　当社は、特別目的会社から、譲渡した不動産の賃借を行っております。また、当社は同社に対して、匿名組合契約を

締結しており、当該契約により出資金を有しております。匿名組合出資金については、すべて回収する予定であり、平

成20年3月末現在、将来における損失負担の可能性はないと判断しております。

　平成20年3月末において取引残高のある特別目的会社はこの１社であり、同社の直近の決算日における資産総額は

2,158百万円、負債総額は2,154百万円です。なお、同社に対しては、当社及び連結子会社は議決権のある出資等は有し

ておらず、役員や従業員の派遣もありません。

 

　２．当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等は、次のとおりです。

主な取引の金額又は期末残高（百万円）
主な損益

（項目） （百万円）

匿名組合出資金 536 匿名組合収益 124

賃借取引（注１） － 地代家賃 211

（注１） 譲渡した不動産について当社が賃借を行っており、当該賃借取引は通常の賃貸借取引に係る方法に準じて

会計処理されております。なお当該賃借取引は解約不能なオペレーティング・リース取引に該当し、その

未経過リース料の金額については、「リース取引関係」において注記しております。

 

（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１株当たり純資産額 20,762円94銭

１株当たり当期純利益 5,073円62銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
5,014円10銭

１株当たり純資産額 17,429円46銭

１株当たり当期純損失 2,844円 3銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

（平成19年 3月31日）
当連結会計年度

（平成20年 3月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 15,023 12,631

普通株式に係る純資産額（百万円） 15,005 12,596

差額の主要な内訳（百万円）

少数株主持分
18 35

普通株式の発行済株式数（株） 722,700 722,700

普通株式の自己株式数（株） ― ―

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株）
722,700 722,700

２　１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

（自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年 4月 1日
至 平成20年 3月31日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 3,666 △2,055

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 3,666 △2,055

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円） ― ―

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 722,700 722,700

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期

純利益調整額の主要な内訳（百万円）
― ―

当期純利益調整額（百万円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通

株式増加数の主要な内訳（株）

新株予約権

8,578 ―

普通株式増加数（株） 8,578 ―

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

利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
―

新株予約権（旧商法第280

条ノ19第1項の規定に基づ

く新株引受権）の目的と

なる株式の数

9,000株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

 

 

１.新株の発行について

　当社は、平成20年4月14日開催の取締役会において、第

三者割当の方法による新株式の発行を決議し、平成20年4

月30日に払込が完了いたしました。

   

    ①募集等の方法：第三者割当

　  ②発行新株式：普通株式100,000株 

　  ③発行価額：1株につき10,000円   

　  ④発行価額の総額：1,000百万円 

    ⑤資本組入額：1株につき5,000円 

 　 ⑥資本組入額の総額：500百万円 

　  ⑦払込期日：平成20年 4月30日 

⑧資金の使途：新規出店に係る設備投資及び既存店の

メンテナンス並びに大型修繕 

 

２.子会社における事業譲渡について

　当社は、平成20年5月22日開催の取締役会において、当

社の連結子会社である株式会社パートナーエージェント

の結婚情報サービス事業の譲渡を決議いたしました。

 

  ①譲渡する相手会社の名称

株式会社ドリームドア

  ②譲渡する事業の内容

結婚情報サービス事業

売上高207百万円（平成20年3月期）

  ③譲渡する資産及び負債

資産　　139百万円

負債　 　31百万円

　④譲渡価額

10百万円

　⑤重要な特約等

　以下の契約の地位承継に係わる連帯保証特約

 ・不動産賃貸借契約

  　・リース契約
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年 3月31日）
当事業年度

（平成20年 3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   5,638   1,677   

２　売掛金   67   54   

３　商品   52   29   

４　貯蔵品   19   7   

５　前払費用   500   549   

６　繰延税金資産   200   81   

７　短期貸付金 ※３  2,370   1,672   

８　その他   32   184   

９　貸倒引当金   △12   △12   

流動資産合計   8,867 27.4  4,243 12.1 △4,624

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物 ※１ 8,634   9,863    

減価償却累計額 ※４ 917 7,716  1,600 8,263   

(2) 構築物  2,222   2,478    

減価償却累計額 ※４ 517 1,705  736 1,741   

(3) 車両運搬具  5   5    

減価償却累計額  4 0  5 0   

(4) 工具器具備品  1,668   1,836    

減価償却累計額 ※４ 703 965  1,140 695   

(5) 土地 ※１  2,772   6,246   

(6) 建設仮勘定   166   ―   

有形固定資産合計   13,327 41.2  16,947 48.2 3,619

２　無形固定資産         

(1) ソフトウェア   76   90   

(2) その他   25   19   

無形固定資産合計   101 0.3  109 0.3 8

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   1,356   590   

(2) 関係会社株式   781   1,466   

(3) その他関係会社有価
証券 

  ―   1,154   

(4) 出資金   5   6   

(5) 長期貸付金   1,434   1,328   

(6) 従業員長期貸付金   6   3   

(7) 関係会社長期貸付金   ―   1,190   

(8) 長期前払費用   399   414   

(9) 繰延税金資産   67   612   

(10) 差入敷金保証金   5,993   7,985   

(11) 貸倒引当金   ―   △968   

投資その他の資産合計   10,044 31.1  13,782 39.4 3,737

固定資産合計   23,473 72.6  30,838 87.9 7,365

資産合計   32,340 100.0  35,082 100.0 2,741
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前事業年度

（平成19年 3月31日）
当事業年度

（平成20年 3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   2,903   2,596   

２　短期借入金   1,920   2,300   

３　１年以内返済予定長期
借入金

※１、５  1,572   2,198   

４　未払金   785   768   

５　未払費用   40   31   

６　未払法人税等   2,209   42   

７　未払消費税等   208   ―   

８　前受金   827   892   

９　預り金   106   38   

10　前受収益   ―   19   

11　その他   0   46   

流動負債合計   10,574 32.7  8,934 25.5 △1,640

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１、５  6,086   11,887   

２　リース資産減損勘定   ―   507   

３　その他   3   135   

固定負債合計   6,090 18.8  12,530 35.7 6,440

負債合計   16,664 51.5  21,464 61.2 4,800

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   2,949 9.1  2,949 8.4 ―

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  2,895   2,895    

資本剰余金合計   2,895 9.0  2,895 8.2 ―

３　利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

特別償却準備金  0   ―    

繰越利益剰余金  9,831   7,772    

利益剰余金合計   9,831 30.4  7,772 22.2 △2,058

株主資本合計   15,676 48.5  13,617 38.8 △2,058

純資産合計   15,676 48.5  13,617 38.8 △2,058

負債純資産合計   32,340 100.0  35,082 100.0 2,741

         

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 43 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   45,833 100.0  40,520 100.0 △5,312

Ⅱ　売上原価   21,259 46.4  19,733 48.7 △1,526

売上総利益   24,573 53.6  20,787 51.3 △3,786

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　広告宣伝費  3,157   3,490    

２　役員報酬  98   105    

３　給与手当  3,874   4,196    

４　福利厚生費  509   614    

５　地代家賃  4,785   5,535    

６　消耗品費  273   325    

７　減価償却費  912   1,355    

８　支払手数料  1,142   1,389    

９　その他  3,166 17,922 39.1 3,980 20,994 51.8 3,072

営業利益又は営業損失
（△）

  6,651 14.5  △207 △0.5 △6,858

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  34   83    

２　受取配当金  0   0    

３　匿名組合収益 ※１ 306   336    

４　受取賃貸料  19   14    

５　その他  14 375 0.9 16 451 1.1 76

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  114   317    

２　支払手数料  47   79    

３　その他  7 169 0.4 13 411 1.0 241

経常利益又は経常損失
（△）

  6,857 15.0  △167 △0.4 △7,024

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 480   ―    

２　投資有価証券売却益  ― 480 1.0 0 0 0.0 △479

Ⅶ　特別損失         

１　リース解約費用  30   ―    

２　提携店舗閉鎖関連費用  8   ―    

３　固定資産除却損 ※３ 12   3    

４　本社移転関連費用  20   ―    

５　固定資産売却損 ※４ ―   3    

６　減損損失 ※５ ―   612    

７　投資有価証券評価損  ―   9    

８　関係会社株式評価損  ―   295    

９　関係会社貸倒引当金
繰入額 

 ― 72 0.2 968 1,891 4.7 1,819

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

  7,264 15.8  △2,058 △5.1 △9,323

法人税、住民税及び
事業税

 3,175   66    

法人税等調整額  △82 3,092 6.7 △427 △361 △0.9 △3,453

当期純利益又は当期純
損失（△）

  4,172 9.1  △1,697 △4.2 △5,869
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

 

株主資本

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

合計特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年 3月31日残高
（百万円）

2,949 2,895 2,895 0 6,020 6,020 11,865 11,865

事業年度中の変動額         

特別償却準備金取崩額
（注）

   △0 0 ― ― ―

特別償却準備金取崩額    △0 0 ― ― ―

剰余金の配当（注）     △361 △361 △361 △361

当期純利益（△）     4,172 4,172 4,172 4,172

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― ― △0 3,810 3,810 3,810 3,810

平成19年 3月31日残高
（百万円）

2,949 2,895 2,895 0 9,831 9,831 15,676 15,676

　（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す。

当事業年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

 

株主資本

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

合計特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成19年 3月31日残高
（百万円）

2,949 2,895 2,895 0 9,831 9,831 15,676 15,676

事業年度中の変動額         

特別償却準備金取崩額    △0 0 ― ― ―

剰余金の配当     △361 △361 △361 △361

当期純利益（△）     △1,697 △1,697 △1,697 △1,697

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― ― △0 △2,058 △2,058 △2,058 △2,058

平成20年 3月31日残高
（百万円）

2,949 2,895 2,895 ― 7,772 7,772 13,617 13,617
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１　有価証券の評価基準及び評

価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同　左

 (2) その他有価証券

　時価のないもの

　総平均法による原価法

　なお、匿名組合出資金については、

組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法

によっております。

(2) その他有価証券

　時価のないもの

同　左

２　たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1) 商品

婚礼付帯商品

個別法による原価法

(1) 商品

婚礼付帯商品

同　左

 料飲商品

移動平均法による原価法

料飲商品

同　左

 (2) 貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 貯蔵品

同　左

３　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（建物附属設備を除く）について

は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　　　　　　　　　 ３～41年

構築物　　　　　　　　 10～45年

車両運搬具及び工具器具備品

２～15年

　また、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間均等償却によっております。

(1) 有形固定資産

同　左

  

 

 

 

 

 

 (会計方針の変更)

  法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年3月30日　

法律第6号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令　平成19年3月30日

　政令第83号))に伴い、当事業年度か

ら、平成19年4月1日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失は、それぞれ15百万円

増加しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

  

 

 

 

 

 

 (追加情報)

　当事業年度から、平成19年3月31日

以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら5年間で均等償却する方法によって

おります。

　当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。

  

 

 

 

 

 

 (追加情報)

　従来、事業用定期借地権上の建物等

については、他の減価償却資産と同様、

法人税法の規定に基づく耐用年数によ

り償却を行ってまいりましたが、当事

業年度より借地契約期間で償却を行う

ことといたしました。

　これは、建物等の耐用年数を当該借

地契約期間とすることで、より合理的

な期間損益計算を行い、財政状態の健

全化を図るためのものであります。

　これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失は、それ

ぞれ317百万円増加しております。

 (2) 無形固定資産

　定額法によっております。ただし、

ソフトウェアに関しましては、社内に

おける見込利用可能期間（５年）によ

る定額法によっております。

(2) 無形固定資産

同　左

 (3) 長期前払費用

　均等償却によっております。

　なお、主な償却期間は２年から20年

であります。

(3) 長期前払費用

同　左

４　引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒れ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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

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
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項目
前事業年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

６　ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、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）

金利スワップ

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

           同　左

 （ヘッジ対象）

借入金の利息

（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

行っており、ヘッジ対象の識別は個別

契約ごとに行っております。

③ヘッジ方針

             同　左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては特例処理の

要件を満たしているため記載を省略し

ております。

④ヘッジ有効性評価の方法

             同　左

７　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

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月9日企

業会計基準5号）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」（企業会計基準委員会平成

17年12月9日　企業会計基準適用指針第8号）を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は15,676百万

円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

                    ――――――

　

　

　

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年 4月 1日

至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

（貸借対照表）

　前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました短期貸付金（前期末残高10百万円）は資産

の合計額の100分の１を超えたため、区分掲記することに

変更しております。

                    ――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年 3月31日）

当事業年度
（平成20年 3月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 1,118百万円

土地 2,665

合計 3,783

建物 2,165百万円

土地 6,138

合計 8,303

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,420百万円

１年以内返済予定長期借入金 238

長期借入金 2,086

合計 3,745

１年以内返済予定長期借入金 688百万円

長期借入金 7,102

合計 7,791

　２　偶発債務

関係会社株式会社ライフエンジェルの銀行借入金に

対する保証債務

　２　偶発債務

関係会社株式会社ライフエンジェルの銀行借入金に

対する保証債務

810百万円 1,090百万円

関係会社株式会社グッドラック・コーポレーション

の不動産賃貸借契約に係る保証債務

関係会社株式会社グッドラック・コーポレーション

の不動産賃貸借契約に係る保証債務

446百万円 418百万円

※３　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主

なものは次のとおりであります。

※３　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主

なものは次のとおりであります。

短期貸付金 2,370百万円 短期貸付金 1,672百万円

※４　――――――――――――――――― ※４　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※５　―――――――――――――――――　 ※５　財務制限条項　　

 　　　　当社の借入金のうち8,100百万円には、下記の財

務制限条項が付せられております。なお、これに抵

触した場合には、当該借入金の返済を求められる可

能性があります。

①各連結会計年度の決算期の末日における連結貸借

対照表における純資産の部の金額を、前年同期比

75％以上に維持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対

照表における純資産の部の金額を、前年同期比75％

以上に維持すること。

③各連結会計年度の決算期の末日における連結損益

計算書に示される営業損益が2期連続して損失とな

らないようにすること。

④各事業年度の決算期の末日における単体の損益計

算書に示される営業損益が2期連続して損失となら

ないようにすること。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20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。

匿名組合収益 187百万円 匿名組合収益 211百万円

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※２　―――――――――――――――――

車両運搬具 0百万円

土地 479

合計 480

  

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 7百万円

工具器具備品 4

合計 12

建物 2百万円

工具器具備品 0

合計 3

※５　――――――――――――――――― ※４　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 3百万円

※６　――――――――――――――――― ※５　減損損失

 　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。

用途 種類 場所

店舗設備
建物・構築物・工具器具

備品・リース資産 
九州地区

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位としてグルーピングし、減損損失

の認識を行っております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、

また、継続してマイナスとなる見込みである店舗につ

いて、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（612百万円）として特別損失に計上いた

しました。

　減損損失の内訳は、建物29百万円、構築物10百万円、

工具器具備品23百万円、リース資産減損勘定550百万円

であります。

 

　なお、減損損失の測定における回収可能価額は使用

価値によっておりますが、将来キャッシュ・フローに

基づく評価額がマイナスであるため具体的な割引率の

算定は行っておりません。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

１　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

１　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１　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

及び当期末残高相当額

１　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、

減損損失累計額相当額及び当期末残高相当額

 
取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

建物 11,421 1,215 10,205

工具器具
備品

1,998 643 1,354

合計 13,419 1,858 11,560

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

減損損失
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物 11,825 2,244 518 9,062

工具器
具備品

2,254 1,007 32 1,214

合計 14,079 3,252 550 10,277

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,081百万円

１年超 10,694

合計 11,776

１年内 1,185百万円

１年超 10,282

合計 11,468
  
リース資産減損勘定の残高 550百万円

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、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 1,752百万円

減価償却費相当額 1,160

支払利息相当額 848

支払リース料 2,217百万円

減価償却費相当額 1,445

支払利息相当額 1,089

減損損失 550

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同　左

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。

利息相当額の算定方法

同　左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額

１年内 197百万円

１年超 985

合計 1,182

１年内 197百万円

１年超 788

合計 985
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年 3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成20年 3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年 3月31日）

当事業年度
（平成20年 3月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳

（繰延税金資産）  

前受金 12百万円

未払事業税 166

借地権償却 75

長期前払費用償却 13

未払事業所税 16

その他 6

繰延税金資産合計 291

（繰延税金負債）  

長期貸付金利息 23

その他 0

繰延税金負債合計 23

繰延税金資産の純額 267

（繰延税金資産）  

借地権償却 88百万円

減価償却超過額 142

減損損失 249

関係会社貸倒引当金繰入額 395

関係会社株式評価損 124

その他 139

繰延税金資産小計 1,139

評価性引当額 △414

繰延税金資産合計 725

（繰延税金負債）  

長期貸付金利息 30

繰延税金負債合計 30

繰延税金資産純額 694

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

との間の差異の原因となった項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、注記を省略しております。

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

との間の差異の原因となった項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。　 

（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１株当たり純資産額 21,691.30円

１株当たり当期純利益 5,772.98円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5,705.26円

１株当たり純資産額 18,842.61円

１株当たり当期純損失 2,348.69円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前事業年度

（平成19年 3月31日）
当事業年度

（平成20年 3月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 15,676 13,617

普通株式に係る純資産額（百万円） 15,676 13,617

差額の主要な内訳（百万円） ― ―

普通株式の発行済株式数（株） 722,700 722,700

普通株式の自己株式数（株） ― ―

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（株）
722,700 722,700

２　１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

項目
前事業年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当事業年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

１　普通株式に係る当期純利益又は当期純損失   

(1) 当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 4,172 △1,697

(2) 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)

（百万円）
4,172 △1,697

２　普通株式の期中平均株式数（株） 722,700 722,700

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

１　当期純利益調整額（百万円） ― ―

２　普通株式増加数の主要な内訳（株）

　　　新株予約権
8,578 ―

普通株式増加数（株） 8,578 ―

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まれなかった潜在株式の概要
―

新株予約権（旧商法第280条ノ

19第1項の規定に基づく新株引

受権）の目的となる株式の数

9,000株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

 

 

１.新株の発行について

　当社は、平成20年4月14日開催の取締役会において、第

三者割当の方法による新株式の発行を決議し、平成20年4

月30日に払込が完了いたしました。

   

    ①募集等の方法：第三者割当

　  ②発行新株式：普通株式100,000株 

　  ③発行価額：1株につき10,000円   

　  ④発行価額の総額：1,000百万円 

    ⑤資本組入額：1株につき5,000円 

 　 ⑥資本組入額の総額：500百万円 

　  ⑦払込期日：平成20年 4月30日 

⑧資金の使途：新規出店に係る設備投資及び既存店の

メンテナンス並びに大型修繕 
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