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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 34,716 ― △216 ― △629 ― △651 ―
20年3月期第3四半期 31,912 △4.3 △1,100 ― △1,524 ― △1,482 ―

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3四半期 △801.76 ―
20年3月期第3四半期 △2,050.85 ―

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3四半期 40,550 12,883 31.7 15,623.08
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3四半期  12,853百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 46,190 5.8 620 ― 10 ― △330 ― △405.03

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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  812,155株 20年3月期第3四半期  722,700株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の

深刻化や株式・為替市場の大幅な変動などから景気後退局面に入り、企業業績への影響、さらには雇用情勢への影響

から個人消費も落ち込み、景気の先行きに対する不透明感が一層拡大いたしました。 

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、婚姻組数の減少傾向に下げ止まり感がみられ、

ハウスウェディングスタイルのシェアも堅調に推移しているものの、業界における競合状況は依然として厳しいもの

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 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。 

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月に新設したウェディング事業本部のもと、顧客視点に立ち返り、より高いクオリティのサービスをお

客さまへ提供するための改革を推進してまいりました。接客から挙式披露宴に至る過程において、お客様の安心感を

醸成することを目的にオペレーションを統一したことで、サービス業としての更なる基盤固めと店舗運営の効率化を

実現しました。また徹底したマーケティングに基づいた施策を導入したことで、集客数・成約数は順調に推移してお

ります。 

結果、売上高については、315億１百万円となりました。販売費及び一般管理費については、計画通りに推移し、

営業利益は13億21百万円となりました。 

  

（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は計画通り推移したこと、グアムの新規チャペルが寄与し始めたことから、売上高

は19億33百万円となりました。販売費及び一般管理費については、計画通りに推移したものの、営業損失は69百万円

となりました。 

  

（結婚派生事業） 

結婚派生事業については、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、ギャラリー事業等、当

社連結子会社により、ブライダル市場の前後にある市場への展開を推進しております。 

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、旅行事業の営業力強化や金融事業のブライダルローンの販路拡大により、12億81百万円となり

ました。販売費及び一般管理費については、主に結婚情報サービス事業の売却や美容事業の不採算店舗閉鎖により圧

縮したものの、営業損失は58百万円となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計会計期間の売上高は347億16百万円、営業損失は２億16百万円、経常損失は６

億29百万円、四半期純損失は６億51百万円となりました。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、405億50百万円となり、前連結会計年度末比６億10百万円の減少

となりました。負債は276億66百万円となり前連結会計年度末比８億62百万円の減少となりました。純資産は128億83

百万円となり前連結会計年度末比２億52百万円の増加となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は10億20百万円となり、前連結会計年度末より９億

94百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は６億45百万円の支出となりました。税金等調整前四半期純損失が８億43

百万円となり、減価償却費10億91百万円と賞与引当金１億78百万円の計上、仕入債務の減少12億５百万円等によるも

のであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は16億８百万円の支出となりました。その主な要因は、敷金及び保証金の

差入れによる支出15億31百万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12億60百万円の収入となりました。これは主に短期借入による収入22億

32百万円と長期借入金の返済による支出19億61百万円、株式の発行による収入９億95百万円等によるものでありま

す。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

－ 2 －

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成21年３月期　第３四半期決算短信



  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当期の連結業績予想及び個別業績予想については、平成20年11月7日発表の予想から修正しております。当期の業

績予想の修正に関する詳細は、平成21年２月９日公表の「業績予想の修正等に関するお知らせ」をご参照ください。

  

（１）平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（２）平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

   

  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

前回発表予想(A) 49,060  1,830  1,270  450  552.31 

今回発表予想(B) 46,190  620  10  △330  △405.03 

増減額(B-A) △2,870  △1,210  △1,260  △780  － 

増減率(%) △5.8  △66.1  △99.2  －  － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年3月期） 
43,642  △901  △1,403  △2,055  △2,844.03 

  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

前回発表予想(A) 44,600  1,470  1,400  570  699.60 

今回発表予想(B) 41,610  210  130  △370  △454.12 

増減額(B-A) △2,990  △1,260  △1,270  △940  － 

増減率(%) △6.7  △85.7  △90.7  －  － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年3月期） 
40,520  △207  △167  △1,697  △2,348.69 
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 該当事項はありません。 

   

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３四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ため、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。 

  

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） 

（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 

（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、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. 第１四半期連結会計期間より、「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、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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,360 2,515

売掛金 287 268

営業貸付金 1,125 1,061

商品 81 87

貯蔵品 38 19

前払費用 555 562

繰延税金資産 176 81

その他 229 359

貸倒引当金 △53 △20

流動資産合計 3,802 4,934

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,559 15,550

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,190 △2,618

建物及び構築物（純額） 12,368 12,931

機械装置及び運搬具 65 122

減価償却累計額及び減損損失累計額 △22 △76

機械装置及び運搬具（純額） 42 46

工具、器具及び備品 2,114 2,103

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,429 △1,205

工具、器具及び備品（純額） 685 897

リース資産 35 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4 －

リース資産（純額） 31 －

土地 9,933 9,961

建設仮勘定 57 37

有形固定資産合計 23,118 23,873

無形固定資産   

のれん 88 118

その他 874 973

無形固定資産合計 962 1,091

投資その他の資産   

投資有価証券 692 617

長期貸付金 1,253 1,331

長期前払費用 416 467

繰延税金資産 761 602

敷金及び保証金 9,626 8,236

その他 9 6

貸倒引当金 △93 －

投資その他の資産合計 12,666 11,260

固定資産合計 36,748 36,225

資産合計 40,550 41,160
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,467 2,681

短期借入金 5,710 3,505

1年内返済予定の長期借入金 2,317 2,440

未払法人税等 85 45

賞与引当金 178 －

店舗閉鎖損失引当金 11 94

関係会社事業損失引当金 － 102

その他 2,334 2,355

流動負債合計 12,104 11,224

固定負債   

長期借入金 14,737 16,577

長期リース資産減損勘定 535 507

その他 288 219

固定負債合計 15,561 17,304

負債合計 27,666 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 6,092 6,743

株主資本合計 12,937 12,588

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △84 7

評価・換算差額等合計 △84 7

少数株主持分 30 35

純資産合計 12,883 12,631

負債純資産合計 40,550 41,160
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 34,716

売上原価 17,154

売上総利益 17,561

販売費及び一般管理費 17,778

営業損失（△） △216

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 0

匿名組合投資利益 75

受取賃貸料 12

その他 36

営業外収益合計 140

営業外費用  

支払利息 470

為替差損 35

その他 45

営業外費用合計 552

経常損失（△） △629

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 21

減損損失 91

貸倒引当金繰入額 93

店舗閉鎖損失 27

特別損失合計 233

税金等調整前四半期純損失（△） △843

法人税、住民税及び事業税 58

法人税等調整額 △253

法人税等合計 △195

少数株主利益 3

四半期純損失（△） △651
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △843

減価償却費 1,091

減損損失 91

賞与引当金の増減額（△は減少） 178

貸倒引当金の増減額（△は減少） 125

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △82

関係会社事業損失引当金戻入額 △19

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 470

為替差損益（△は益） 37

固定資産除却損 21

売上債権の増減額（△は増加） △260

営業貸付金の増減額（△は増加） △64

仕入債務の増減額（△は減少） △1,205

前払費用の増減額（△は増加） 16

未払金の増減額（△は減少） △24

その他 258

小計 △224

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △436

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 0

営業活動によるキャッシュ・フロー △645

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 139

定期預金の増減額（△は増加） 19

有形固定資産の取得による支出 △377

貸付けによる支出 △18

貸付金の回収による収入 91

敷金及び保証金の差入による支出 △1,531

敷金及び保証金の回収による収入 104

事業譲渡による収入 4

その他 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,608

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） 2,232

長期借入金の返済による支出 △1,961

株式の発行による収入 995

配当金の支払額 △1

リース債務の返済による支出 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,260

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） △994

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 1,020

－ 8 －

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成21年３月期　第３四半期決算短信



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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. 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末と比較して、概ね139百万円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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、いずれも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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  31,501  1,933  1,281  34,716     ―  34,716

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  13  123  137  △137 ― 

計  31,502  1,947  1,404  34,853  △137  34,716

営業利益又は営業損失(△）  1,321  △69  △58  1,193  △1,410  △216

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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、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３四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」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  31,912

Ⅱ 売上原価  15,356

売上総利益  16,556

Ⅲ 販売費及び一般管理費  17,657

営業損失(△)      △1,100

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息           15

２．匿名組合収益       90

３. 受取賃貸料       9

４．その他  9

 営業外収益合計  125

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息       361

２．為替差損       88

３．その他  98

 営業外費用合計  549

経常損失(△)  △1,524

Ⅵ 特別利益      

１．投資有価証券売却益       0

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産売却損       48

２．固定資産除却損  3

 特別損失合計  51

税金等調整前四半期純損失(△)  △1,575

法人税、住民税及び事業税       112

法人税等調整額  △168

少数株主損失(△)      △36

四半期純損失(△)      △1,482

－ 10 －

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成21年３月期　第３四半期決算短信




