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1.  21年2月期の業績（平成20年2月21日～平成21年2月20日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

21年2月期 4,469 △0.1 621 2.5 659 9.0 321 2.2
20年2月期 4,475 △1.0 606 7.1 604 2.4 314 △5.4

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 ％ ％ ％

21年2月期 82.32 82.17 10.9 17.4 13.9
20年2月期 80.58 ― 10.7 15.4 13.5

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

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2月期 3,714 2,951 79.3 755.76
20年2月期 3,854 2,941 76.3 754.19

（参考） 自己資本   21年2月期  2,947百万円 20年2月期  2,941百万円

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

21年2月期 206 △158 △116 822
20年2月期 305 △93 △97 891

2.  配当の状況 

（注）平成20年2月期期末配当金の明細  普通配当25円00銭、記念配当5円00銭 

1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） 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 百万円 ％ ％

20年2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 116 37.2 4.0
21年2月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 97 30.4 3.3
22年2月期 

（予想）
― 0.00 ― 27.00 27.00 30.1

3.  22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20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 2,223 2.0 198 3.5 219 2.6 125 0.6 32.10

通期 4,530 1.4 630 1.4 662 0.4 350 9.0 89.70
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 3,900,000株 20年2月期 3,900,000株
② 期末自己株式数 21年2月期  119株 20年2月期  119株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績の予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づ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。 
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当事業年度におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安

により、景気が急速に悪化しております。企業収益の減少、雇用環境の悪化、個人消費の冷え込みなど

厳しい状況となりました。  

 結婚相手紹介サービス業界におきましては、業界の健全な発展と信頼性の確保のために、サービス産

業生産性協議会が制定した「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」が2008年7月に

経済産業省よりリリースされました。このガイドラインに基づき、有識者や学識経験者から構成される

公正・中立的な第三者認証機関が2008年９月より認証審査の受付を開始いたしました。また、「婚活」

という言葉が流行語となるなど、結婚活動としての当業界のサービスの利用に対する注目度もさらに高

まっているものと認識をしております。  

    

 このような環境の中で、下記の取り組みを実施してまいりました。  

   

① 信頼性向上のための取り組み  

 お客さまの将来のサービスに対して前払いをすることの不安感を払拭し、安心して当社のサービスを

利用してもらうために、お客さまからお預かりした前受金を分別管理し全額保全するために金融機関と

前受金管理信託契約を締結いたしました。この前受金全額保全措置の取り組みは、結婚相手紹介サービ

ス業はじめ特定商取引法対象業種における先進的な取り組みとなりました。   

 また、業界の健全な発展と信頼性の確保という「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドラ

イン」の意義を理解し、認証取得に向け積極的に取り組み、第三者機関である日本ライフデザインカウ

ンセラー協会（ＪＬＣＡ）に認証の申請をした結果、2008年12月に全51拠点で認証（マル適マーク）を

取得することができました。  

      

② お客さまサービス向上のための取り組み  

 お客さまの利便性の向上とサービス強化を図るため、第１四半期に「ツヴァイ名古屋」の改装、第３

四半期に「ツヴァイ静岡」の移転、第４四半期に「ツヴァイ大分」の移転を実施しました。また、お客

さまのニーズの変化に対応した価格設定と出会いの機会と成婚の可能性を拡大させるために当社コーデ

ィネーターによるお引合せサービスを充実させたコースに刷新いたしました。  

 さらに、積極的なＩＴ投資を実施し、マイページサービスシステムの二次開発をし、会員活動の利便

性の向上に取り組みました。従来郵送していたお相手の紹介書をマイページサービスシステムの画面で

お相手の紹介書が確認できるようデータ電送を始めました。これにより、会員活動のスピードアップが

図られるとともに、紹介書の郵送コストの削減をすることができました。  

   

③ 新たな事業への取り組み  

 急速に進む未婚化・晩婚化が少子化の要因のひとつとされる中、「結婚支援事業」のニーズが高ま

り、積極的に取り組む自治体から当社へのお問い合わせも増加しております。当社では、これまでのノ

ウハウを生かし、愛知県、岐阜県、山梨県の「結婚支援事業」のサポートを実施いたしました。  

 また、「プレミアム型サービス事業」として、専属コンシェルジュが希望条件に沿った 適なお相手

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析 

・当期の経営成績
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を紹介し、出会いまでをきめ細かにサポートするサービス「クラブセンチュリアン」を立ち上げまし

た。  

    

 上記の事業環境および取組の結果、売上高につきましては、前事業年度下期から当第１四半期の新規

入会者獲得の不振が上期の売上に大きく影響を及ぼし、上期の売上高は前期比97.2％と苦戦をしたもの

の、第２四半期の販促キャンペーンや下期からの付加価値を高めた販売コースに刷新したことによる客

単価のアップや自治体への結婚支援事業などの新たな収入等により、下期の売上高は前期比102.5％と

なりました。  

 経費につきましては、媒体の改廃を積極的に進め効率化を図るとともに、11月よりマイページサービ

スシステムによる紹介書のデータ電送を開始したことにより、郵送コストを削減することができまし

た。    

     

 以上の結果、当事業年度の業績は売上高44億69百万円（前期比99.9％）となりました。利益につきま

しては、営業利益６億21百万円（前期比102.5％）、経常利益は６億59百万円（前期比109.0％）と増益

となりました。営業利益につきましては８期連続および経常利益につきましては３期連続と過去 高益

を更新することができました。当期純利益は、貸倒引当金繰入額などの特別損失90百万円を計上し３億

21百万円（前期比102.2％）となりました。  

  

・次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、世界的な金融危機の影響から企業業績は悪化しており、しばらくは景

気後退局面から脱せず、個人消費の低迷は続くものと予想されます。 

 このような状況下、当社は、さらに当社のサービスに対する信頼性を高めて、認知度の向上を図って

まいります。営業拠点の整備につきましては、新しい立地への進出に取り組み、駅ビルやショッピング

センターへの出店をし、よりお客さまに近づいてまいります。また、新しく立ち上げたプレミアム型サ

ービス事業「クラブセンチュリアン」と会員制交流会事業「クラブチャティオ」を収益事業として成長

させてまいります。 

 通期の業績といたしまして、売上高45億30百万円（前期比101.4％）、営業利益６億30百万円（前期

比101.4％）、経常利益６億62百万円（前期比100.4％）当期純利益３億50百万円（前期比109.0％）を

見込んでおります。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、前期末と比較して1億39百万円減少し、37億14百万円（前期比

96.4％）となりました。 

 流動資産は、前期末より1億45百万円増加しております。主な要因は、お客さまからお預かりしたサ

ービス未提供部分の前受金の保全措置をとるための金銭の信託の増加額2億75百万円、現金及び預金の

減少額1億23百万円、貸付金の貸付更新に伴う1年以内回収予定長期貸付金の減少額1億円によるもので

あります。 

 固定資産は、前期末より2億85百万円減少しております。主な要因は、株式の時価評価による投資有

価証券の減少額3億32百万円、貸付金の貸付更新に伴う長期貸付金の増加額1億円によるものでありま

す。 

 流動負債は、前期末より13百万円増加しております。主な要因は、未払法人税等の増加額54百万円、

未払消費税等の増加額10百万円、買掛金の増加額9百万円、設備未払金の減少額38百万円、前受金の減

少額26百万円によるものであります。 

 固定負債は、前期末より1億63百万円減少しております。主な要因は、株式の時価評価等により繰延

税金負債が1億77百万円減少したことによります。 

 純資産は、前期末より10百万円増加しております。主な要因は、利益剰余金の増加額2億4百万円、投

資有価証券の時価評価によるその他有価証券評価差額金の減少額1億97百万円によるのもであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前期末と比較して69百万円減少

し、8億22百万円（前期比92.3％）となりました。主な要因は、お客さまからお預かりしたサービス未

提供部分の前受金の保全措置をとるために2億75百万円を金融機関に金銭の信託をしたことによりま

す。 

  

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） 

営業活動の結果得られた資金は、2億6百万円（前期比67.8％）となりました。その主な内訳は、税引

前当期純利益5億68百万円、減価償却費87百万円、貸倒引当金の増加額90百万円による収入と、金銭の

信託の増加額2億75百万円、法人税等の支払額2億40百万円の支出によるのもであります。 

  

（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、1億58百万円（前期比170.2％）となりました。有形固定資産の取得

18百万円、無形固定資産の取得99百万円、保険積立金38百万円の支出であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、1億16百万円（前期比119.9％）となりました。その内訳は、配当金

の支払額であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）１．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：キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．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、有利

子負債はありませんので記載しておりません。  

  

2005年２月期 2006年２月期 2007年２月期 2008年２月期 2009年２月期

自己資本比率 69.2 70.1 72.5 76.3 79.3

時価ベースの自己資本比率 395.1 210.7 188.1 75.9 56.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― ― ―
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当社は、株主の皆さまへの安定的利益還元を経営の 重要目標のひとつとして位置付けており、内部

留保の充実と財務体質の強化を勘案しつつ、配当性向30％を目標として株主の皆さまへの利益還元をし

ていきたいと考えております。内部留保資金については、新規営業所の出店、既存営業所の活性化改装

およびシステム投資のための設備投資資金等として活用し、事業基盤の強化拡大に努め、株主の皆さま

のご期待に応えてまいります。  

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株につき普通配当25円とさせていただくことを2009年

４月６日開催の取締役会にて決議いたしました。１株当たり当期純利益は、82円32銭でありますので、

配当性向は30.4％となります。なお、期末配当金の支払開始日（効力発生日）は2009年４月28日（火曜

日）からとさせていただきます。 

 次期の配当につきましては、１株当たり当期純利益89円70銭を見込んでおりますので、１株につき普

通配当27円を予想しております。配当性向は30.1％となります。 

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の経営成績、財政状態及び株価等に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。 

  

１．情報管理体制について  

① 当社本体の情報管理体制について  

当社は、会員に関する大量の個人情報の分析および管理をコンピュータシステムを利用して行って

おります。当社では、情報漏洩等の不測の事態を防止すべく、2004年９月にＩＳＭＳおよびＢＳ７７

９９の認証、2005年12月にＩＳＯ２７００１の認証を取得し、情報セキュリティの徹底を図っており

ます。また、プライバシー保護の観点から会員への相手方会員に関する 小限の情報開示、個人情報

を取り扱うメインサーバーの外部からの遮断等の情報セキュリティマネジメントシステムを構築して

いる他、プライバシーマークの更新、定期的な社員教育、内部監査の徹底等、コンプライアンス面に

おける情報管理体制も充実を図るべく注力しております。  

 ただし、万が一事故若しくは自然災害等によってかかるセキュリティマネジメントシステムに障害

が発生した場合、または、関係者による人為的な事故若しくは悪意による情報の漏洩が発生した場合

は、当社の情報管理に多大な支障をきたし、または当社の業務に対する信用を喪失し、その後の当社

の事業展開および業績に影響を与える可能性があります。また、当社のみならず、同業他社における

類似の事態が発生した場合も、結婚相手紹介サービス事業者全般に対する信用失墜により、当社の業

績に影響を与える可能性があります。  

  

② 業務委託先における情報管理体制について 

当社は株式会社ジェイエスキューブと「電子計算機用データ作成業務委託に関する契約」を締結

し、当社会員組織への入会申込書に記載された個人情報をデータベースに入力する業務を委託してお

ります。  

 また、当社は株式会社アイネットと「アウトソーシング基本契約」を締結し当社所有のデータ管

理、出力業務および発送業務を委託しております。  

 当社はこれら業務委託先における個人情報管理体制について、定期的な訪問調査の実施等をしなが

ら、事業の運営を行っております。  

 この他、マリッジカウンセラー等の個人の業務委託先に対しては、契約時に「秘密保持」誓約書の

差し入れとともに、個人情報の適正な取り扱いができるようにしております。  

 ただし、万が一、これら業務委託先を原因とする情報漏洩等の問題が発生した場合には、当社の業

務運営および業績に影響を与える可能性があります。  

  

２．マリッジカウンセラーの確保について  

当社は、新規の入会応募者に対するサービス内容、会員規約の説明および入会手続き等のサポート

を担当業務として、マリッジカウンセラーと雇用契約または業務委託契約をしております。当社の事

業展開においては、マリッジカウンセラーの確保が も重要な課題の一つであると考えております。

そのために当社は、マリッジカウンセラーの募集を継続的に実施しているとともに、マリッジカウン

セラーとの情報の共有化を図りながら取り組んでおります。  

 しかしながら、今後の新規営業所開設にともないマリッジカウンセラーが計画どおりに確保できな

(4) 事業等のリスク
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い場合、また資質や能力が一定の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に影

響を与える可能性があります。  

  

３．法的規制等について  

当社の事業展開における主要な法的規制等の概要は以下のとおりであります。  

① 特定商取引に関する法律 

特定商取引に関する法律は、特定商取引（訪問販売、通信販売および電話勧誘販売に係る取引、連

鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引ならびに業務提供誘引販売取引をいう）を公正にし、お

よび購入者等が受けることがある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護すること等を

目的とするものであります。  

 当社による会員への結婚相手紹介等の提供は、同法における特定継続的役務取引に該当し、同法に

基づく規制を受けております。  

 当社は、同法および関連法令が定める項目が記載された契約書面の交付、クーリング・オフへの対

応等同法および関連法令の遵守に努めておりますが、今後同法または関連法令の改正等が生じてこれ

らに迅速に対応ができなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

② 個人情報の保護に関する法律  

2005年４月１日施行の「個人情報の保護に関する法律」は、個人情報の適正な取扱いに関し、国お

よび地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等

を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする

法律であります。  

 当社は、会員の個人情報を保有、管理しており、同法に定められる個人情報取扱事業者として、同

法および関連法令ならびに当社に適用される関連ガイドラインの適用を受けております。  

 当社は、個人情報取扱規定の制定等、同法および関連法令ならびに当社に適用される関連ガイドラ

インの遵守に努めるとともに、プライバシーマークやＩＳＯ２７００１の認証取得、定期的な社員教

育、内部監査の徹底等、個人情報保護のための体制を整えているものと認識をしております。しかし

ながら、不測の事態によって当社が保有する個人情報につき、漏洩、改ざん、不正使用等が生じた場

合には、適切な対応を行うための相当なコストの負担、当社の信用の低下、当社に対する損害賠償請

求等によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

③ 不当景品類及び不当表示防止法  

不当景品類及び不当表示防止法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類および表示による

顧客の誘引を防止するため、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護することを目的と

するものであります。「景品類」とはお客さまを誘引する手段として直接的・間接的を問わず、事業

者が自己の商品、役務の取引に付随して相手方に供給する物品、金銭、その他の経済上の利益であっ

て、公正取引委員会が指定するものであります。  

 当社の会員募集促進行為としての広告等の表示による宣伝は、反響の大きい有効な手段であるた

め、当社では、不実の内容や誇大な表現による不当表示を排除し、不当景品類及び不当表示防止法に

違反しないように充分に留意しております。  

 当社においては、上記法的規制の遵守を徹底しておりますが、万が一、広告等の内容が不実・誇大
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であると認められる事項があった場合等には、行政処分の対象となることがあり、その場合、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

④ 下請代金支払遅延等防止法  

下請代金支払遅延等防止法は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請け

業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護すること等を目的として、独

占禁止法の特別法として制定されたものです。  

 当社は、マリッジカウンセラーおよびコーディネーター等と業務委託契約（一部雇用契約）を締結

しており、同法の適用があります。当社は、同法および関連法令の遵守に努めておりますが、今後か

かる同法または関連法令の改正、行政当局による対応の変化が生じた場合には、新たな義務の遵守

と、それに応じた対応を迫られ、システム対応等の費用負担が増加し、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。  

  

４．事業環境について  

我が国においては少子化・高齢化が進む中で、人口減少化社会の到来をむかえておりますが、当社

の事業環境といたしましては、第二次ベビーブーム世代が30歳代を迎えるなど、当社の主要顧客層で

ある25歳から44歳の独身者数は増加しております。また、未婚率の上昇および晩婚化などにより、現

時点では、当業界の市場規模は拡大傾向にあるものと認識をしております。ただし、将来、当社の主

要顧客層が継続的に減少し、市場規模が縮小した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。  

  

  独身者数（25～44歳）の推移（国勢調査より当社集計）    （単位：万人） 

 
  

    未婚率（25～44歳）の推移（国勢調査より当社集計）      （単位：％）   

 
  

５．参入障壁が低いことについて 

結婚相手紹介サービスを行うに当たっては、特段の許認可は必要とされず、手元資金とノウハウが

あればどのような事業者であっても開始することが可能です。さらに 近では、インターネットおよ

び通信環境の発達により、インターネット等を通じて、比較的低価格で結婚または交際相手の紹介等

のサービスを提供する事業者も登場しており、今後更に同様のサービス開始を試みる事業者が増加す

ることも予想されます。  

 かかる新規事業者が、当社と同等のサービスの提供を可能にするシステムの開発およびノウハウの

蓄積、プライバシー保護のための厳重な情報管理システムの構築、大規模会員数の確保等を行い、当

社と同等のマーケットの信頼または社会的イメージを獲得することは極めて困難であり、こうした新

1990年 1995年 2000年 2005年

男性 576 651 754 805

女性 356 429 548 626

1990年 1995年 2000年 2005年

男性 30.2 36.1 40.9 42.8

女性 15.8 21.3 27.2 30.3
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規事業者の存在が、当社の業務に対し大きな影響をもたらすことはないと思われます。ただし、か

かる新規事業者との一段の差別化のための各種方策の実施および宣伝広告等によるコストの増加が生

じる場合、または対抗上活動サポート費等の減額を実施する場合、あるいは廉価かつ品質の低いサー

ビス展開を行う新規事業者との差別化が奏功せず、当社の社会的イメージの低下に繋がる場合など

は、当社の今後の事業展開、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

６．広告宣伝活動が業績に与える影響について  

当社の会員は成婚、その他の理由により一定の割合で退会するため、当社は継続的に新規の会員を

獲得する必要があります。そのため、当社は、当社サービスの認知度を向上させ、新規会員を獲得す

る手段として、雑誌広告、新聞広告、ＣＳ放送を利用したテレビコマーシャル、インターネット広

告、書店チラシ等の各種メディアを用いた宣伝活動を費用対効果を勘案しながらも多頻度で実施して

おります。当社は、今後も会員募集活動のために同様の広告宣伝活動を継続していく方針であります

が、当該広告宣伝が法令または各メディア業界ごとの自主規制によって制限される等の理由により、

計画通りの広告宣伝活動が展開できない場合には、当社の営業展開および業績に影響を与える可能性

があります。  

  

近５年間の事業年度別広告宣伝費（媒体費）の推移は以下のとおりです。  

 
  

７．イオン株式会社及びイオングループとの関係について  

当社の親会社はイオン株式会社であり、2009年２月20日現在、当社の議決権を子会社を含めたグル

ープ全体で69.66％（内、直接所有65.14％）保有しております。同社は、企業集団「イオン」の純粋

持株会社であります。「イオン」の事業は、ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア（ＧＭＳ）を核と

した総合小売事業を主力事業とし、専門店事業、ディベロッパー事業、サービス等事業の拡充に努

め、企業集団の多角化を図っております。  

 当社は、企業集団「イオン」の中にあってサービス等事業部門に属しております。イオン株式会社

とは、資金の寄託運用、ブランドロイヤルティ等の取引がありますが、取引依存度は低く、親会社等

からの独立性は確保されているものと考えております。 

 イオンクレジットサービス株式会社とは、当社の余剰資金を貸付運用目的として金銭消費貸借契約

の取引がありますが、適用金利は市場金利を勘案し運用をしております。 

 チェルト株式会社とは、当社販促物の印刷及び特約店包装資材への封入業務等の仕入・業務委託契

約を締結しておりますが、取引条件は他の取引先との取引条件を勘案し決定しております。 

 また、当社は、当社の経営に対する総合的な助言を得るために、イオン株式会社より古谷寛（同社

執行役）を非常勤取締役として招聘しております。古谷寛はイオンディライト株式会社取締役会長を

兼任しております。当社非常勤監査役西村正克はチェルト株式会社非常勤監査役を、同林有恒はイオ

ンモール株式会社非常勤監査役を、同神部範生はエー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役を兼

任しております。 

 現時点において、同グループ内における直接的な競合先はないものと認識しております。当社と同

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

決算年月 2005年２月 2006年２月 2007年２月 2008年２月 2009年２月

媒体費(百万円) 1,285 1,185 1,152 1,020 928
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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、同グループにおけ

るグループ経営の方針等に変更があった場合、または当社と競合する事業を行う企業が同グループ内

に生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社の親会社はイオン株式会社であり、2009年２月20日現在、当社の議決権を子会社も含めたグループ

全体で69.66％（内、直接所有65.14％）所有しております。同社は、企業集団「イオン」の純粋持株会社

であります。「イオン」の事業は、ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア（ＧＭＳ）を核とした総合小売

事業を主力事業とし、専門店事業、ディベロッパー事業、サービス等事業の拡充に努め、企業集団の多角

化を図っております。  

 当社は、企業集団「イオン」の中にあってサービス事業部門に属しております。当社の主な業務は、当

社と入会契約を締結した会員に対して、会員の結婚に際して希望する条件、価値観等の情報を分析し、相

性が合うと判断される会員同士を検索し、かかる双方の会員に関する情報を双方に同時に提供するサービ

ス（以下「結婚相手紹介サービス」といいます。）であります。また、付帯する引き合わせサービス、パ

ーティ・イベントの開催およびブライダルサービスの紹介等を行っております。  

 当社の事業内容を事業系統図に示すと以下のとおりとなります。  

[事業系統図] 

  

 

  

（注１）業務委託先につきましては、前記「１ 経営成績 （4）事業等のリスク 1.情報管理体制につい

て② 業務委託先における情報管理体制について」をご参照ください。 

（注２）双方向ベストマッチングシステムとは、相性・適合性診断に基づいて会員に対して結婚相手候

補となるべき会員を紹介するための当社独自のシステムであります。会員の希望する条件に適

合する候補者の選択と同時に候補者側の希望する要素をその会員がどの程度満たしているかを

双方向でコンピュータが分析・検索をし、お互いの希望条件が合致した会員双方にパートナー

紹介書を同時に送付をします。 

２ 企業集団の状況
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（注３）マリッジカウンセラーとは、応募者に、サービス内容、会員規約の説明および入会手続き等の

サポートを担当業務とするものであり、当社と雇用契約または業務委託契約をしております。

（注４）アドヴァイザーとは、入会後の会員からのシステムについてのお問い合わせや会員活動のサポ

ートを担当業務とするものであり、手紙、電話、インターネットおよび面談による相談等を行

っております。  

（注５）コーディネーターとは、紹介された会員との面会のための場所、時間の調整等のお引き合わせ

のセッティングをする者のことであり、当社と業務委託契約をしております。 
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当社は、「人間尊重の立場に立って新しい価値観を生み、人間的なつながりを大切にし、幸せな出会

いを創造し続け、未来のより豊かな社会づくりに貢献します。」という経営理念のもとに、パートナー

シップ型の結婚を考える人に出会いの機会を創出し、さらには個人が社会において生きやすく、幸福な

環境へ向かうことを提案してまいります。 

  

当社は継続的な成長を目指し、その経営数値指標といたしまして、売上高営業利益率の10％以上の継

続実現を目標としております。また、効率分析の指標としてＲＯＡ（総資産経常利益率）ならびにＲＯ

Ｅ（自己資本利益率）を重視しております。ＲＯＥにつきましては、10％以上を目指してまいります。

  

 当社を取り巻く事業環境は、未婚化・晩婚化の傾向が依然として継続する中、結婚するための活動

「婚活」として当社のサービスを利用するお客さまが増加しており、当業界に対する社会的役割はます

ます重要となっております。当社は、結婚相手紹介サービス業のリーディングカンパニーとして、当社

のサービスの認知度の向上を図りながら、一人でも多くの幸せなカップルをつくることを当社の使命と

して、下記の取り組みを強化してまいります。 

  

① サービスの可視化に向けた取り組み 

② 新しいブランド・サービスの事業化 

③ 成婚者増加の取り組み 

④ 積極的なＩＴ投資の実施・媒体効率化の更なる推進 

  

① ご入会促進の取り組み   

 営業拠点の整備につきましては、計画的に移転・活性化を実施し、営業拠点の活性化を図り、お客さ

まの利便性の向上に取り組みます。新たな立地といたしまして、駅ビルやショッピングセンターへの出

店をし、よりお客さまに近づいた取り組みを推進してまいります。 

  

② 成婚退会率の向上 

 当社の存在意義「一人でも多くの幸せなカップルを作ること」のために、お客さまの価値観の変化に

対応したサービスを提供することで、成婚退会率の向上を図ってまいります。お客さまの出会いの機会

を拡大させるために、コーディネート機能を更に強化してまいります。また、パーティ・セミナーにつ

きましては、さまざまなテーマで開催しパーティの活性化を図り充実させてまいります。帝国ホテル大

阪にＡＺＣラウンジを開設し、関西地区のパーティ・セミナーの強化を図ってまいります。  

  

※成婚退会率とは退会された会員数の内、結婚・婚約・交際を理由に退会された会員数の割合です。  

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

－15－

㈱ツヴァイ（2417）2009年２月期決算短信（非連結）



③ 新規事業の育成 

 当事業年度に立ち上げたプレミアム型サービス事業「クラブセンチュリアン」と新たな出会いの機会

創出として立ち上げたツヴァイ会員とは別の会員制交流会事業「クラブチャティオ」を軌道にのせ、当

社の収益事業に成長させてまいります。  

  

④ 金融商品取引法の対応 

 当社では、2010年２月期より「内部統制報告制度」および「四半期報告制度」が適用となります。上

場企業としての責任を果たすために、業務手順の見直しや管理体制の確認など決算報告体制をより一層

充実させるように取り組んでまいります。  
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

第24期 

(2008年２月20日)

第25期 

(2009年２月20日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 459,188 335,390 △ 123,798

 ２．売掛金 330,998 359,345 28,346

 ３．前払費用 31,160 38,326 7,166

 ４．繰延税金資産 19,498 23,143 3,644

 ５．預け金 ― 187,415 187,415

 ６．関係会社預け金 ※１ 432,703 300,000 △ 132,703

 ７．１年以内回収予定長期 

   貸付金
600,000 500,000 △ 100,000

 ８．金銭の信託 ※２ ― 275,000 275,000

 ９．その他 3,923 4,941 1,018

   貸倒引当金 △ 2,230 △ 2,431 △ 201

  流動資産合計 1,875,243 48.6 2,021,132 54.4 145,888

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １．建物 194,045 194,398 352

    減価償却累計額 120,955 73,090 143,978 50,420 23,023 △ 22,670

  ２．器具及び備品 220,992 229,281 8,288

    減価償却累計額 164,175 56,817 180,223 49,057 16,048 △ 7,759

   有形固定資産合計 129,908 3.4 99,477 2.7 △ 30,430

 (2) 無形固定資産

  １．ソフトウェア 60,878 85,404 24,526

  ２．その他 3,650 3,650 ―

   無形固定資産合計 64,528 1.7 89,054 2.4 24,526

 (3) 投資その他の資産

  １．投資有価証券 803,632 471,532 △ 332,100

  ２．長期貸付金 500,000 600,000 100,000

  ３．敷金 248,209 249,765 1,556

  ４．長期前払費用 ― 1,995 1,995

  ５．保険積立金 233,133 271,951 38,818

   貸倒引当金 ― △ 90,000 △ 90,000

   投資その他の資産合計 1,784,975 46.3 1,505,244 40.5 △ 279,730

   固定資産合計 1,979,411 51.4 1,693,776 45.6 △ 285,634

   資産合計 3,854,655 100.0 3,714,909 100.0 △ 139,746
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第24期 

(2008年２月20日)

第25期 

(2009年２月20日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １．買掛金 42,350 51,806 9,456

 ２．未払金 63,916 63,273 △ 643

 ３．未払費用 98,785 99,075 289

 ４．未払法人税等 122,451 177,293 54,841

 ５．未払消費税等 11,645 22,173 10,527

 ６．前受金 219,464 193,184 △ 26,280

 ７．賞与引当金 13,660 13,421 △ 239

 ８．役員賞与引当金 31,735 35,180 3,445

 ９．設備未払金 39,088 851 △ 38,237

 10．その他 503 1,244 740

  流動負債合計 643,601 16.7 657,502 17.7 13,900

Ⅱ 固定負債

 １．繰延税金負債 192,162 14,442 △ 177,719

 ２．退職給付引当金 26,685 40,802 14,116

 ３．長期未払金 50,940 50,780 △ 160

  固定負債合計 269,788 7.0 106,024 2.9 △ 163,763

  負債合計 913,389 23.7 763,526 20.6 △ 149,862
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第24期 

(2008年２月20日)

第25期 

(2009年２月20日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 444,000 11.5 444,000 12.0 ―

 ２．資本剰余金

  (1）資本準備金 450,000 450,000 ―

   資本剰余金合計 450,000 11.7 450,000 12.1 ―

 ３．利益剰余金

  (1）利益準備金 60,000 60,000 ―

  (2）その他利益剰余金

   1）任意積立金

     別途積立金 1,200,000 1,400,000 200,000

   2）繰越利益剰余金 409,334 413,370 4,036

    利益剰余金合計 1,669,334 43.3 1,873,370 50.4 204,036

 ４．自己株式 △ 224 △0.0 △ 224 △0.0 ―

  株主資本合計 2,563,110 66.5 2,767,146 74.5 204,036

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券 

   評価差額金
378,155 9.8 180,223 4.8 △ 197,931

  評価・換算差額等合計 378,155 9.8 180,223 4.8 △ 197,931

Ⅲ 新株予約権 ― ― 4,012 0.1 4,012

  純資産合計 2,941,265 76.3 2,951,382 79.4 10,116

  負債純資産合計 3,854,655 100.0 3,714,909 100.0 △ 139,746
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 売上原価明細書 

 
  

(2) 損益計算書

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,475,492 100.0 4,469,105 100.0 △ 6,387

Ⅱ 売上原価 2,067,996 46.2 1,997,693 44.7 △ 70,302

   売上総利益 2,407,496 53.8 2,471,412 55.3 63,915

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,801,280 40.3 1,849,824 41.4 48,544

   営業利益 606,216 13.5 621,587 13.9 15,371

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 14,543 15,894 1,351

 ２．受取配当金 17,755 18,216 461

 ３．雑収入 624 32,922 0.8 3,724 37,835 0.8 3,099 4,912

Ⅴ 営業外費用

 １．株式上場費用 34,296 ― △ 34,296

 ２．営業所解約違約金 305 ― △ 305

 ３．雑損失 7 34,609 0.8 194 194 0.0 187 △ 34,414

   経常利益 604,530 13.5 659,228 14.8 54,698

Ⅵ 特別損失

 １．投資有価証券評価損 30,000 ― △ 30,000

 ２．貸倒引当金繰入額 ― 90,000 90,000

 ３．固定資産除却損 ※２ ― 496 496

 ４．営業所移転費用 5,033 ― △ 5,033

 ５．過年度追加共益費 5,637 40,670 0.9 ― 90,496 2.0 △ 5,637 49,826

   税引前当期純利益 563,859 12.6 568,731 12.7 4,872

   法人税、住民税 

   及び事業税
259,581 294,895 35,313

   法人税等調整額 △ 9,985 249,595 5.6 △ 47,196 247,698 5.5 △ 37,210 △ 1,896

   当期純利益 314,263 7.0 321,032 7.2 6,769

第24期 

(自 2007年２月21日 

  至 2008年２月20日)

第25期 

(自 2008年２月21日 

  至 2009年２月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

媒体費 1,020,385 49.3 928,956 46.5 △ 91,428

コミッション 448,854 21.7 473,798 23.7 24,943

情報提供人件費 173,004 8.4 175,677 8.8 2,672

情報提供通信費 165,976 8.0 144,918 7.3 △ 21,058

イベント費 131,830 6.4 150,360 7.5 18,530

その他 127,943 6.2 123,981 6.2 △ 3,962

 売上原価合計 2,067,996 100.0 1,997,693 100.0 △ 70,302
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第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20日） 

  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計任意積立金
繰越利益剰余金

別途積立金

2007年２月20日残高(千円) 444,000 450,000 60,000 1,000,000 392,568 1,452,568

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 97,498 △ 97,498

 別途積立金の積立 200,000 △ 200,000 ―

 当期純利益 314,263 314,263

 自己株式の取得 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額（純額）

―

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 200,000 16,765 216,765

2008年２月20日残高(千円) 444,000 450,000 60,000 1,200,000 409,334 1,669,334

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券 
評価差額金

2007年２月20日残高(千円) △ 182 2,346,385 562,892 2,909,278

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 97,498 △ 97,498

 別途積立金の積立 ― ―

 当期純利益 314,263 314,263

 自己株式の取得 △ 41 △ 41 △ 41

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額（純額）

― △ 184,736 △ 184,736

事業年度中の変動額合計(千円) △ 41 216,724 △ 184,736 31,987

2008年２月20日残高(千円) △ 224 2,563,110 378,155 2,941,265
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第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20日） 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計任意積立金
繰越利益剰余金

別途積立金

2008年２月20日残高(千円) 444,000 450,000 60,000 1,200,000 409,334 1,669,334

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 116,996 △ 116,996

 別途積立金の積立 200,000 △ 200,000 ―

 当期純利益 321,032 321,032

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額（純額）

―

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 200,000 4,036 204,036

2009年２月20日残高(千円) 444,000 450,000 60,000 1,400,000 413,370 1,873,370

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

2008年２月20日残高(千円) △ 224 2,563,110 378,155 ― 2,941,265

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 116,996 △ 116,996

 別途積立金の積立 ― ―

 当期純利益 321,032 321,032

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額（純額）

― △ 197,931 4,012 △ 193,919

事業年度中の変動額合計(千円) ― 204,036 △ 197,931 4,012 10,116

2009年２月20日残高(千円) △ 224 2,767,146 180,223 4,012 2,951,382
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(4) キャッシュ・フロー計算書

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前当期純利益 563,859 568,731 4,872

   減価償却費 65,313 87,084 21,770

   貸倒引当金の増加額 288 90,201 89,913

   賞与引当金の増加額（△減少額） 1,352 △ 239 △ 1,591

   役員賞与引当金の増加額 7,735 3,445 △ 4,290

   退職給付引当金の増加額 14,501 14,116 △ 384

   役員退職慰労引当金の減少額 △ 44,690 ― 44,690

   長期未払金の増加額（△減少額） 50,940 △ 160 △ 51,100

   受取利息及び受取配当金 △ 32,298 △ 34,111 △ 1,813

   投資有価証券評価損 30,000 ― △ 30,000

   固定資産除却損 ― 496 496

   売上債権の増加額 △ 3,451 △ 28,346 △ 24,895

   前払費用の増加額 △ 9,592 △ 7,166 2,425

   金銭の信託の増加額 ― △ 275,000 △ 275,000

   その他流動資産の増加額 △ 1,319 △ 1,267 52

   営業債務の増加額（△減少額） △ 19,823 9,456 29,279

   未払金の減少額 △ 282 △ 643 △ 360

   未払費用の増加額 2,380 289 △ 2,090

   未払消費税等の 

   増加額（△減少額）
△ 8,641 10,527 19,169

   前受金の減少額 △ 43,910 △ 26,280 17,630

   その他流動負債の増加額 

   （△減少額）
△ 784 1,160 1,944

   その他 3,134 625 △ 2,508

          小計 574,708 412,919 △ 161,789

   利息及び配当金の受取額 31,905 34,360 2,454

   法人税等の支払額 △ 301,459 △ 240,472 60,986

  営業活動によるキャッシュ・フロー 305,154 206,807 △ 98,347
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  該当事項はありません。 

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   長期貸付による支出 △ 1,100,000 △ 600,000 500,000

   長期貸付金の回収による収入 1,100,000 600,000 △ 500,000

   有形固定資産の取得による支出 △ 72,730 △ 18,958 53,772

   無形固定資産の取得による支出 △ 15,629 △ 99,564 △ 83,935

   敷金の差入による支出 △ 28,149 △ 9,450 18,699

   敷金の回収による収入 23,156 7,894 △ 15,262

   保険積立金の支出 ― △ 38,818 △ 38,818

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 93,353 △ 158,897 △ 65,544

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △ 41 ― 41

   配当金の支払額 △ 97,498 △ 116,996 △ 19,498

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 97,539 △ 116,996 △ 19,456

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

  （△減少額）
114,261 △ 69,086 △ 183,348

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 777,630 891,892 114,261

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 891,892 822,805 △ 69,086

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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(6) 重要な会計方針

項目
第24期

(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

その他有価証券 

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの

  移動平均法による原価法を採用し

ております。

 時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  経済的耐用年数に基づく定額法を

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 
(建物附属設備)

３～10年

器具及び備品 ３～５年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（３

～５年）に基づく定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（３

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒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

  従業員に支給する賞与に備え、支

給見込額のうち当事業年度に負担す

べき金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

  役員に支給する賞与に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき金額を計上しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

同左
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項目
第24期

(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、

計上しております。

  なお、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(10年)による定額法

により翌事業年度から費用処理する

こととしております。

(4) 退職給付引当金

同左

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

５．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

およ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か月以内に償還

期限の到来する短期投資からなってお

ります。

同左

６．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 

 消費税およ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
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(追加情報)

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

（役員退職慰労引当金） 

 従来より、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上し

ておりましたが、平成19年４月４日開催の取締役会にお

いて、役員退職慰労金制度の廃止の決議をし、平成19年

５月15日開催の定時株主総会において、役員の退任時に

本制度廃止までの在任期間に応じた役員退職慰労金を支

給することが決議されました。  

 これに伴い、役員退職慰労引当金50,940千円は全額取

崩し、「長期未払金」に振替えております。 

 

 

――――― 
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(7) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

第24期 
（2008年２月20日）

第25期
（2009年２月20日）

※１ 関係会社預け金は、イオン株式会社との金銭消費

寄託契約に基づく寄託運用預け金等であります。 

 

※１          同左

※２        ――――― 

 

※２ サービス未提供部分の前受金を保全するため、金

融機関に金銭の信託をしているものであります。 

 

(損益計算書関係)

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は95％であ

ります。

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94％であ

ります。

 

  主要な費目および金額は次のとおりであります。

役員報酬 97,828千円

社員給与 186,426千円

社員賞与 91,837千円

フレックス社員等給与 81,483千円

地代家賃 307,878千円

店舗維持費 113,487千円

減価償却費 65,313千円

通信費 101,509千円

事務用消耗品費 265,922千円

賞与引当金繰入額 13,660千円

役員賞与引当金繰入額 31,535千円

退職給付費用 27,707千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,510千円

貸倒引当金繰入額 2,230千円

 

 

  主要な費目および金額は次のとおりであります。

役員報酬 108,600千円

社員給与 173,923千円

社員賞与 84,814千円

フレックス社員等給与 80,681千円

地代家賃 312,052千円

店舗維持費 112,239千円

減価償却費 87,084千円

通信費 106,420千円

事務用消耗品費 290,049千円

賞与引当金繰入額 13,421千円

役員賞与引当金繰入額 32,957千円

退職給付費用 28,890千円

貸倒引当金繰入額 1,997千円

※２        ――――― ※２ 固定資産除却損は、建物496千円であります。   
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第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20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 

 
（注）自己株式数の増加39株は、単元未満株式の買取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 

  該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 
  
 (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 

 
（注）1株当たり配当額には、東京証券取引所市場第二部上場記念配当５円を含んでおります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

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 3,900,000 ― ― 3,900,000

合計 3,900,000 ― ― 3,900,000

自己株式

 普通株式 80 39 ― 119

合計 80 39 ― 119

（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

2007年５月15日 
定時株主総会

普通株式 97,498 25 2007年２月20日 2007年５月16日

（決議） 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

2008年４月７日 
取締役会

普通株式 116,996 利益剰余金 30 2008年２月20日 2008年４月30日
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第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20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 

 
  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 
（注）1株当たり配当額には、東京証券取引所市場第二部上場記念配当５円を含んでおります。 

  

 (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 

 
  

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 3,900,000 ― ― 3,900,000

合計 3,900,000 ― ― 3,900,000

自己株式

 普通株式 119 ― ― 119

合計 119 ― ― 119

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
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

普通株式 ― ― ― ― 4,012

合計 ― ― ― ― 4,012

（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

2008年４月７日 
取締役会

普通株式 116,996 30 2008年２月20日 2008年４月30日

（決議） 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

2009年４月６日 
取締役会

普通株式 97,497 利益剰余金 25 2009年２月20日 2009年４月28日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20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

現金及び預金 459,188千円

関係会社預け金 432,703千円

現金及び現金同等物 891,892千円

※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

現金及び預金 335,390千円

預け金 187,415千円

関係会社預け金 300,000千円

現金及び現金同等物 822,805千円

(リース取引関係)

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

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

額及び期末残高相当額

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

額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却累 
計額相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 31,242 20,027 11,215

合計 31,242 20,027 11,215

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却累 
計額相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 29,740 24,204 5,536

合計 29,740 24,204 5,536

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,932千円

１年超 6,243千円

合計 12,176千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,956千円

１年超 2,422千円

合計 6,378千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 7,089千円

減価償却費相当額 6,749千円

支払利息相当額 303千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 6,128千円

減価償却費相当額 5,900千円

支払利息相当額 195千円

(4) 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) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 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。

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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（注）１．第24期において時価評価されていないその他有価証券の非上場株式のうち、30,000千円の減損処

理を行い、同額を投資有価証券評価損として計上しております。 

２．第25期において時価評価されていないその他有価証券の転換社債型新株予約権付社債90,000千円

について貸倒引当金を設定しております。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

第24期（2008年２月20日） 第25期（2009年２月20日）

取得原価 
（千円）

貸借対照表
計上額(千円)

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表 
計上額(千円)

差額（千円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の

株式 76,143 710,632 634,489 76,143 378,532 302,389

小計 76,143 710,632 634,489 76,143 378,532 302,389

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

株式 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

合計 76,143 710,632 634,489 76,143 378,532 302,389

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

第24期（2008年２月20日） 第25期（2009年２月20日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 3,000 3,000

転換社債型新株予約権付社債 90,000 90,000

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

第24期（2008年２月20日） 第25期（2009年２月20日）

１年以内 
（千円）

１年超
５年以内 
（千円）

５年超
10年以内 
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超 
５年以内 
（千円）

５年超 
10年以内 
（千円）

10年超
（百万円）

１．債券

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ―

(2）社債 ― 90,000 ― ― ― 90,000 ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

２．その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― 90,000 ― ― ― 90,000 ― ―
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当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20日）

第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20日）

(持分法損益等)

第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20日）

第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20日）
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第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．資金の寄託運用等の取引金額は、当事業年度中の増加額を記載しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  寄託運用資金の適用金利は、市場金利を勘案し決定しております。 

  

(2) 兄弟会社等 

  

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  貸付金の適用金利は、市場金利を勘案し決定しております。 

３．長期貸付金の期末残高には、１年以内回収予定長期貸付金600,000千円が含まれております。 

  

(関連当事者との取引)

属性
会社等 
の名称

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
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
イオン株 

式会社

千葉県 

千葉市 

美浜区

199,054 小売業

(被所有) 

直接 64.88 

間接 4.77
―

資金 

運用等

資金の寄託

運用他 

利息の受取

192,181 

1,897

関係会社

預け金
432,703

属性
会社等 
の名称

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 
(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 

の子会 

社

イオンク 

レジット 

サービス 

株式会社

東京都 

千代田区
15,466 金融業

(所有) 

直接 0.24 

(被所有） 

直接 0.77

― 資金運用等
資金の貸付 

利息の受取

1,100,000

10,743

長期貸付

金
1,100,000
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第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．資金の寄託運用等の取引金額は、当事業年度中の増加額を記載しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  寄託運用資金の適用金利は、市場金利を勘案し決定しております。 

  

(2) 兄弟会社等 

  

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引金額は、当事業年度中の増加額を記載しております。 

  

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  貸付金の適用金利は、市場金利を勘案し決定しております。 

３．長期貸付金の期末残高には、１年以内回収予定長期貸付金500,000千円が含まれております。 

  

属性
会社等 
の名称

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
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
イオン株 

式会社

千葉県 

千葉市 

美浜区

199,054
純粋持株

会社

(被所有) 

直接 65.14 

間接 4.51
―

資金 

運用等

資金の寄託

運用他 

利息の受取

132,703 

1,635

関係会社

預け金
300,000

属性
会社等 
の名称

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 
(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 

の子会 

社

イ オ ン リ

テ ー ル 株

式会社

千葉県 

千葉市 

美浜区

50,000
総合小売

業
― ― 支払代行

支払事務の

委託
187,415 預け金 187,415

属性
会社等 
の名称

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 
(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 

の子会 

社

イオンク 

レジット 

サービス 

株式会社

東京都 

千代田区
15,466 金融業

(所有) 

直接 0.24 

(被所有） 

直接 0.77

― 資金運用等
資金の貸付 

利息の受取

1,100,000 

12,993

長期貸付

金
1,100,000
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(税効果会計関係)

第24期 
(2008年２月20日)

第25期
(2009年２月20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

 (1) 流動の部

繰延税金資産

未払事業税 9,560千円

賞与引当金 5,518千円

その他 4,419千円

合計 19,498千円

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

 (1) 流動の部

繰延税金資産

未払事業税 13,311千円

賞与引当金 5,422千円

その他 4,410千円

合計 23,143千円

 

 (2) 固定の部

繰延税金資産

長期未払金 20,579千円

減価償却 15,350千円

投資有価証券評価損 14,689千円

退職給付引当金 10,780千円

その他 2,771千円

合計 64,171千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △256,333千円

合計 △256,333千円

繰延税金負債の純額 △192,162千円

 (2) 固定の部

繰延税金資産

貸倒引当金 36,360千円

長期未払金 20,515千円

減価償却 16,903千円

投資有価証券評価損 14,689千円

退職給付引当金 16,484千円

その他 2,771千円

合計 107,722千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △122,165千円

合計 △122,165千円

繰延税金負債の純額 △14,442千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

法定実効税率 40.4％

(調整)

住民税均等割 2.4％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

1.9％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.6％

その他 0.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

44.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

法定実効税率 40.4％

(調整)

住民税均等割 2.4％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

2.1％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.6％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

43.6％
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(退職給付関係)

第24期 
(2008年２月20日)

第25期
(2009年２月20日)

１．採用している退職給付制度の概要

  当社は、親会社であるイオン株式会社および同社の

主要国内関係会社で設立している確定給付型の企業年

金基金制度並びに確定拠出年金制度および退職金前払

制度を設けております。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △270,279千円

年金資産 166,017千円

未積立退職給付債務 △104,262千円

未認識数理計算上の差異 77,576千円

退職給付引当金 △26,685千円

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △253,674千円

年金資産 146,654千円

未積立退職給付債務 △107,019千円

未認識数理計算上の差異 66,217千円

退職給付引当金 △40,802千円

 

３．退職給付費用に関する事項

  (自 2007年２月21日 至 2008年２月20日)

勤務費用 4,860千円

利息費用 6,451千円

期待運用収益 △3,294千円

数理計算上の差異の費用処理額 12,858千円

その他（注） 6,832千円

退職給付費用 27,707千円

(注) 確定拠出年金の掛金支払額および退職金前払制

度による従業員に対する前払退職金支給額であ

ります。

 

３．退職給付費用に関する事項

  (自 2008年２月21日 至 2009年２月20日)

勤務費用 5,437千円

利息費用 6,486千円

期待運用収益 △3,403千円

数理計算上の差異の費用処理額 13,399千円

その他（注） 6,970千円

退職給付費用 28,890千円

(注) 確定拠出年金の掛金支払額および退職金前払制

度による従業員に対する前払退職金支給額であ

ります。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.4％

期待運用収益率 1.92％

数理計算上の差異の処理年数

発生翌年度より10年
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.4％

期待運用収益率 2.05％

数理計算上の差異の処理年数

発生翌年度より10年
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該当事項はありません。 

  

１ 当該事業年度における費用計上額及び科目名 

  

  

 
  

  

 
  

(ストック・オプション等関係)

第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20日）

第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20日）

   販売費及び一般管理費  4,012千円

２ 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・オプションの内訳

会社名 提出会社

決議年月日 2008年３月27日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役５

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 8,500

付与日 2008年４月21日

権利確定条件 ―

対象勤務期間 ―

権利行使期間 2008年５月21日～2023年５月20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

会社名 提出会社

決議年月日 2008年３月27日

権利確定前

 期首(株) ―

 付与(株) 8,500

 失効(株) ―

 権利確定(株) 8,500

 未確定残(株) ―

権利確定後

 期首(株) ―

 権利確定(株) 8,500

 権利行使(株) ―

 失効(株) ―

 未行使残(株) 8,500
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ブラック・ショールズ式 

2004年10月28日～2008年４月20日の株価実績に基づき算定しております。 

権利行使期間の中間点において行使されたものとして算定しております。 

2008年２月期の配当実績によっております。 

予想残存期間と同期間に対応する国債の利回りに基づき算定しております。 

  

② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 2008年３月27日

権利行使価格(円) 1

行使時平均株価(円) ―

付与日における公正な 
評価単価（円）

472

３ 当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した算定技法

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

① 株価変動性   41.88％

② 予想残存期間   7.5年

③ 予想配当    30円／株

④ 無リスク利子率  1.04％
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) 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。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20日）

第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20日）

(１株当たり情報)

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

１株当たり純資産額 754.19円 １株当たり純資産額 755.76円

１株当たり当期純利益 80.58円 １株当たり当期純利益 82.32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。

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
82.17円

第24期
(自 2007年２月21日
至 2008年２月20日)

第25期
(自 2008年２月21日
至 2009年２月20日)

当期純利益（千円） 314,263 321,032

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 314,263 321,032

普通株式の期中平均株式数 （株） 3,899,908 3,899,881

潜在株式調整後１株当たり当期純利益調整額
（千円）

― ―

普通株式増加数（株） ― 7,095

（うち新株予約権） (―) (7,095)

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

― ―

(重要な後発事象)

第24期（自 2007年２月21日 至 2008年２月20日）

第25期（自 2008年２月21日 至 2009年２月20日）
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① 売上種類別販売実績 

 
（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
   ２．入会金売上には、登録料と活動サポート費収入が含まれております。 

  

② 地域別販売実績 

 
  

 

５ 販売の状況

(1) 販売実績

種類別

第24期
（自 2007年２月21日 

  至 2008年２月20日）

第25期
（自 2008年２月21日 

  至 2009年２月20日） 前期比（％）

金  額（千円） 構成比（％） 金 額（千円） 構成比（％）

 入会金売上     （注２） 1,447,504 32.3 1,418,365 31.7 98.0

 情報提供料 2,822,066 63.1 2,819,279 63.1 99.9

 パーティ売上 181,751 4.1 202,327 4.5 111.3

 その他 24,170 0.5 29,132 0.7 120.5

合計 4,475,492 100.0 4,469,105 100.0 99.9

地域別

第24期
（自 2007年２月21日 

  至 2008年２月20日）

第25期
（自 2008年２月21日 

  至 2009年２月20日） 前期比（％）

金  額（千円） 構成比（％） 金 額（千円） 構成比（％）

 北海道・東北地区 165,875 3.7 156,032 3.5 94.1

 関東・甲信越地区 2,386,046 53.3 2,421,740 54.2 101.5

 北陸・中部地区 645,617 14.4 662,343 14.8 102.6

 近畿地区 981,496 21.9 940,516 21.0 95.8

 中国・四国地区 161,880 3.6 136,895 3.1 84.6

 九州・沖縄地区 134,575 3.0 151,577 3.4 112.6

合計 4,475,492 100.0 4,469,105 100.0 99.9

(2) 会員数

第24期
  （2008年２月20日）

第25期
（2009年２月20日）

前期比（％）

人数（千人） 構成比（％） 人数（千人） 構成比（％）

 男性会員数 19.3 48.9 19.2 49.3 99.7

 女性会員数 20.1 51.1 19.8 50.7 98.2

合計 39.4 100.0 39.0 100.0 98.9

(3) 法人契約数

第24期
（2008年２月20日）

第25期
（2009年２月20日）

増減

 官公庁及び地方公共団体 64 64 0

 その他企業及び団体 619 642 23

合計 683 706 23
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(1) 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

  

  

  

６ 役員の異動

(2) その他役員の異動 

  該当事項はありません。
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