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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 10,890 ― △832 ― △1,181 ― △842 ―
20年3月期第1四半期 9,483 △8.1 △575 ― △658 ― △557 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △1,064.74 ―
20年3月期第1四半期 △772.07 ―

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

21年3月期第1四半期 40,862 12,807 31.3 15,544.78
20年3月期 41,160 12,631 30.6 17,429.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,788百万円 20年3月期  12,596百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

現時点における配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 21,233 9.4 △1,492 ― △1,563 ― △944 ― △1,208.31
通期 51,912 18.9 2,079 ― 1,963 ― 1,049 ― 1,276.20

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当期は業績の回復が見込まれるものの、現時点では配当を行うかどうかについては未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたしま
す。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  822,700株 20年3月期  722,700株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  790,832株 20年3月期第1四半期  722,700株

－ 1 －



定性的情報・財務諸表等

 １．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期の国内経済は、米国経済の悪化や原油をはじめとする資源価格が引き続き高騰する中で、株式市場の

軟化や、企業部門において設備投資の抑制や収益の低下が見られました。また、物価上昇により個人消費が落ち込む

など、景気減速が懸念されております。

　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、シェアの増加に伴うホテルや専門式場のハウス

ウェディングスタイルへの進出数は落ち着いてきたものの、業界における競合状況は前年度に引き続き厳しいものと

なっております。

　このような状況のもと、当社グループ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」という考え方に則り、主事業である国内ウェディング事業を更に強化するための取り組みを進めてまいりました。

まずは本業との相乗効果が小さく収益化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っております。具

体的には、平成20年5月に結婚情報サービス事業の譲渡を行い、また、美容事業の不採算店舗の閉鎖を進めておりま

す。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（国内ウェディング事業）

　平成20年4月にウェディング事業本部を新設し、営業支援部門とオペレーション部門が連携し一丸となって業務を推

進していく体制を整えました。また、マネジメント体制も一新し、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ました。その上で徹底したマーケティングを実施し、視点を変えた企画・施策を打ち出

し、実行に移した結果、当第１四半期の経営成績は概ね計画どおりに推移いたしました。

　売上高については、単価に伸びは見られなかったものの、取扱組数が増加したことにより、98億72百万円となりま

した。

　販売費及び一般管理費については、人件費が増加したこと等が要因で51億39百万円となり、その結果営業損失は1億

79百万円となりました。

 

（海外・リゾートウェディング事業）

　沖縄・バリの既存直営チャペルでの受注においては計画どおりに推移し、また、平成20年3月期にはグアムに新たに

2箇所のチャペルをオープンしたことで、順調な受注を獲得できました。また、旅行代理店への営業強化、広告宣伝の

強化等を行ったことから、売上高は6億31百万円となりました。

　販売費及び一般管理費については計画どおり推移し3億6百万円となり、その結果営業損失は36百万円となりまし

た。

（結婚派生事業）

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

より構成されています。具体的には、インターネットメディア事業、金融事業、旅行事業、美容事業、ギャラリー事

業からなります。

　なお、結婚情報サービス事業に関しましては、主事業である国内ウェディング事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ため、平成20年5月に事業譲渡を実施しております。

　売上高については、旅行事業と美容事業の売上高が寄与した結果、3億86百万円となりました。

　販売費及び一般管理費については計画どおり推移し2億91百万円となり、営業損失は50百万円となりました。

 

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は108億90百万円（前年同期は94億83百万円）、営業損失は8億32

百万円（前年同期は5億75百万円）、経常損失は11億81百万円（前年同期は6億58百万円）、四半期純損失は8億42百万

円（前年同期は5億57百万円）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。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、408億62百万円となり前連結会計年度末比2億98百万円の減少とな

りました。負債は280億54百万円となり前連結会計年度末比4億74百万円の減少となりました。純資産は128億7百万円

となり前連結会計年度末比1億76百万円の増加となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は第三者割当増資により株式

の発行による収入を9億95百万円計上しましたが、税金等調整前四半期純損失が11億70百万円となったことが主な要因

で、6億3百万円の支出となりました。

　よって当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は14億11百万円となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は11億67百万円の支出となりました。これは主に国内ウェディング事業が

計画どおり推移した結果、税金等調整前四半期純損失が11億70百万円となったこと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」は6億58百万円の支出となりました。これは主に敷金保証金の差入による支

出5億32百万円、店舗の大型修繕に係る有形固定資産の取得による支出2億56百万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」は12億25百万円の獲得となりました。これは主に第三者割当増資による株

式の発行による収入9億95百万円並びに短期借入れによる収入9億74百万円によるものであります。 

 

　３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の連結業績については概ね予想どおりに推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績

予想の修正はありません。ただし、業績見通しは、現在入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する

一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なることがありえます。リスク、不確実性及びその他の

要因は、平成20年6月27日に提出した当社の「第10期有価証券報告書」に記載されておりますので、ご参照くださ

い。

－ 3 －

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成21年３月期　第１四半期決算短信



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）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 簡便な会計処理　

　1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

2. 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。　

3. 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。

 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）四半期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

1.　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

2.　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はあ

りません。

3. 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」(企業会計基準委員会 平成８年

５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。なお、この変更に伴う損

益に与える影響はありません。

4.　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用

初年度前の所有権移転外ファイナンス 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

を引き続き採用しております。これによる、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響は

軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,788 2,515

売掛金 254 268

営業貸付金 1,106 1,061

商品 85 87

貯蔵品 34 19

前払費用 549 562

繰延税金資産 372 81

その他 318 359

貸倒引当金 △32 △20

流動資産合計 4,478 4,934

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,616 15,550

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,865 △2,618

建物及び構築物（純額） 12,751 12,931

機械装置及び運搬具 121 122

減価償却累計額及び減損損失累計額 △76 △76

機械装置及び運搬具（純額） 45 46

工具、器具及び備品 2,096 2,103

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,283 △1,205

工具、器具及び備品（純額） 813 897

リース資産 27 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1 －

リース資産（純額） 26 －

土地 9,924 9,961

建設仮勘定 60 37

有形固定資産合計 23,622 23,873

無形固定資産   

のれん 108 118

その他 875 973

無形固定資産合計 983 1,091

投資その他の資産   

投資有価証券 645 617

長期貸付金 1,303 1,331

長期前払費用 454 467

繰延税金資産 639 602

敷金及び保証金 8,724 8,236

その他 10 6

投資その他の資産合計 11,778 11,260

固定資産合計 36,384 36,225

資産合計 40,862 41,160
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,928 2,681

短期借入金 4,452 3,505

1年内返済予定の長期借入金 2,322 2,440

未払法人税等 39 45

賞与引当金 186 －

店舗閉鎖損失引当金 94 94

関係会社事業損失引当金 － 102

その他 2,314 2,355

流動負債合計 11,337 11,224

固定負債   

長期借入金 15,952 16,577

長期リース資産減損勘定 496 507

その他 267 219

固定負債合計 16,716 17,304

負債合計 28,054 28,528

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,449 2,949

資本剰余金 3,395 2,895

利益剰余金 5,901 6,743

株主資本合計 12,746 12,588

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 42 7

評価・換算差額等合計 42 7

少数株主持分 19 35

純資産合計 12,807 12,631

負債純資産合計 40,862 41,160
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 10,890

売上原価 5,474

売上総利益 5,415

販売費及び一般管理費 6,248

営業損失（△） △832

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 0

匿名組合投資利益 28

受取賃貸料 4

その他 5

営業外収益合計 43

営業外費用  

支払利息 150

為替差損 208

その他 34

営業外費用合計 393

経常損失（△） △1,181

特別利益  

関係会社事業損失引当金戻入額 19

特別利益合計 19

特別損失  

固定資産除却損 9

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純損失（△） △1,170

法人税、住民税及び事業税 18

法人税等調整額 △328

法人税等合計 △309

少数株主損失（△） △19

四半期純損失（△） △842
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,170

減価償却費 373

賞与引当金の増減額（△は減少） 186

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 150

為替差損益（△は益） 208

関係会社事業損失引当金戻入額 △19

売上債権の増減額（△は増加） △13

営業貸付金の増減額（△は増加） △45

仕入債務の増減額（△は減少） △752

前払費用の増減額（△は増加） 14

未払金の増減額（△は減少） △91

その他 144

小計 △1,020

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △148

法人税等の支払額 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,167

投資活動によるキャッシュ・フロー  

匿名組合現金預金の純増減額 123

有形固定資産の取得による支出 △256

貸付けによる支出 △4

貸付金の回収による収入 27

敷金及び保証金の差入による支出 △532

敷金及び保証金の回収による収入 6

その他 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △658

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 974

長期借入金の返済による支出 △742

株式の発行による収入 995

リース債務の返済による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △603

現金及び現金同等物の期首残高 2,014

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,411
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年 4月 1日　至　平成20年 6月30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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,872 631 386 10,890 ― 10,890

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 3 61 64 △64 ―

計 9,872 635 447 10,955 △64 10,890

営業利益又は営業損失(△） △179 △36 △50 △267 △564 △832

　（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. 当第１四半期連結会計期間において、結婚情報サービス事業を事業譲渡したことにより、結婚派生事業にお

ける資産が前連結会計年度と比較して、概ね139百万円減少しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年 4月 1日　至　平成20年 6月30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

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年 4月 1日　至　平成20年 6月30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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年４月30日を払込期日として、第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半

期連結会計期間において資本金が500百万円、資本準備金が500百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末にお

いて資本金が3,449百万円、資本準備金が3,395百万円となっております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 9,483

Ⅱ　売上原価 4,460

　売上総利益 5,022

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,598

　営業損失(△) △575

Ⅳ　営業外収益 36

Ⅴ　営業外費用 119

　経常損失(△) △658

Ⅵ　特別利益 ―

Ⅶ　特別損失 ―

　　税金等調整前四半期純損失(△) △658

法人税、住民税及び事業税 36

　　法人税等調整額 △130

　　少数株主損失 6

　　四半期純損失(△) △557
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