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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 46,206 5.9 675 ― 31 ― △1,048 ―
20年3月期 43,642 △6.0 △901 ― △1,403 ― △2,055 ―

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3月期 △1,287.20 ― △8.4 0.1 1.5
20年3月期 △2,844.03 ― △14.9 △3.5 △2.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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3月期 41,425 12,326 29.7 14,958.97
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  12,306百万円 20年3月期  12,596百万円

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3月期 1,618 △2,128 900 2,402
20年3月期 △2,833 △8,128 6,547 2,014

2.  配当の状況 

（注）来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。 

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） 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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

21,454 2.1 △189 ― △525 ― △234 ― △284.43

通期 47,918 3.7 1,961 190.5 1,285 ― 695 ― 844.78

－ 1 －



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）  有  

(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） 

（注）詳細については、20ページからの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、44ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社パートナーエージェント ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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3月期 822,700株 20年3月期 722,700株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 41,484 2.4 241 ― 208 ― △2,449 ―
20年3月期 40,520 △11.6 △207 ― △167 ― △1,697 ―

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

21年3月期 △3,006.92 ―
20年3月期 △2,348.69 ―

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 34,784 12,167 35.0 14,789.90
20年3月期 35,082 13,617 38.8 18,842.61

（参考） 自己資本 21年3月期  12,167百万円 20年3月期  13,617百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 
２．来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。 

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

18,643 △0.6 △468 ― △571 ― △284 ― △345.20

通期 41,816 0.8 1,481 514.5 1,276 513.5 687 ― 835.06

－ 2 －



(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世界経済は、年度前半までは堅調であったものの、米国に端を発し、深刻化した金融不安

の影響が各所で実体経済に大きなダメージを与えたことで、目下極めて深刻な状況にあります。 

わが国経済におきましても、世界経済の急後退と円高の進行、雇用情勢の悪化などにより、消費低迷が進行し、か

つ、企業の輸出活動、設備投資意欲も大きな落ち込みを記録したことで、景気は大きく減退いたしました。 

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、少子化や晩婚化の影響が懸念されてきたもの

の、平成20年の婚姻届出組数は約73万組と前年を約１万組上回る結果となりました。また、株式会社リクルート「ゼ

クシィ結婚トレンド調査2008」によると、挙式披露宴費用及びその他結婚にかかる費用は、近年の景気後退の影響も

さほど大きくなく、高止まりを続けていることが伺われます。当社が提供しているハウスウェディングスタイルの市

場内シェアも、19.1％と若干ながら前年を上回り、安定的な人気を博しております。 

このような状況の下、当社グループは国内ウェディング事業を中心に事業を推進してまいりました。その中で、

「真の顧客主義」のテーマを掲げ、営業力の強化、マーケティングの徹底、組織体制の再構築など、業務の全プロセ

スにわたって改革を断行し、業績の回復に努めてまいりました。 

  

（国内ウェディング事業）  

国内ウェディング事業では、業績回復の軌道を確固たるものにするべく、各種の業務プロセスの改善を推進いたし

ました。営業上では、全店舗での基礎的な接客における統一オペレーションを策定し、接客水準を向上させました。

また、お客様のニーズやスタイルに合わせた多様なプランの導入を推進し、接客機会を創出いたしました。また、マ

ーケティング活動を強化し、全国各地の婚礼事情をより詳細に把握した上での個別店舗戦略の策定に取り組む一方、

広告戦略も全般的な見直しを推進し、集客効率を高めました。組織力の強化は継続した課題として取り組みを行い、

事業戦略を店舗まで貫徹する組織体制の確立、カスタマーセンター設置によるお客様対応の一元化などを推進いたし

ました。 

 この結果、売上高は414億82百万円（前連結会計年度は405億15百万円）、営業利益は23億95百万円（前連結会計

年度は20億84百万円の営業利益）となり、前年同期に比べ増収増益となりましたが、店舗に係る減損損失９億57百万

円を特別損失として計上いたしました。 

  

（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は、当社連結子会社の㈱グッドラック・コーポレーションが推進する事業の売上

からなっております。 

当連結会計年度は、沖縄・バリ島の既存直営チャペルに加えて、グアムの新規チャペルが本格的に稼動したこと、

加えて、営業人員の強化、旅行代理店への積極的なアプローチが奏功し、取扱組数を拡大いたしました。 

この結果、売上高は29億77百万円（前連結会計年度は17億17百万円）、営業利益は１億41百万円（前連結会計年度

は３億13百万円の営業損失）となり、前年同期に比べ増収、利益は黒字転換いたしました。 

  

（結婚派生事業） 

結婚派生事業は、ブライダル市場の前後にある関連市場への横展開を推進する事業により構成されております。主

要な事業としては、旅行事業、金融事業、インターネットメディア事業などがあります。 

当連結会計年度は、旅行事業及び金融事業がそれぞれ黒字に転換し、業績に寄与いたしました。一方で、その他の

インターネットメディア事業などでは改善の取組を継続しておりますが、近年の景気動向による広告市場の冷え込み

もあり、営業損失を計上いたしました。 

この結果、売上高は17億46百万円（前連結会計年度は14億９百万円）、営業損失は１億８百万円（前連結会計年度

は７億90百万円の営業損失）となり、前年同期に比べ増収、損益は赤字ながら改善となりました。また、美容事業の

店舗に係る減損損失38百万円を特別損失として計上いたしました。 

  

以上の結果、当連結会計年度の売上高は462億６百万円（前連結会計年度は436億42百万円）、営業利益は６億75百

万円（前連結会計年度は９億１百万円の営業損失）、経常利益は31百万円（前連結会計年度は14億３百万円の経常損

失）、当期純損失は10億48百万円（前連結会計年度は20億55百万円の当期純損失）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。 

  

１．経営成績
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②次期の見通し（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 2010年３月期は、引き続き世界同時不況の影響により、企業業績の停滞、雇用調整、個人消費の低迷など厳しい経

営環境が続くものと予想されます。 

このような状況のもと、当社といたしましては、お客様ニーズの一層の把握と、高い満足度を得られる商品・サー

ビスの提供の継続、並びに更なる体質改善を進めることによる挙式披露宴の収益性の向上により、安定的な利益を生

み出す事業構造を確立することに努めてまいります。  

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> 

<個別> 

【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。  

  

  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  47,918  1,961  1,285  695 

  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  41,816  1,481  1,276  687 
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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２億64百万円増加し、414億25百万円となりまし

た。これは、現金及び預金の増加等により流動資産が２億60百万円増加したこと、減価償却費及び減損損失の計上等

により有形固定資産が15億28百万円減少したこと、加えて不動産リースに係る積立保証金の増加などにより、投資そ

の他の資産が17億77百万円増加したこと等によるものです。 

  

 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５億69百万円増加し、290億98百万円となりました。

これは主に、固定負債の項目で、長期リース資産減損勘定が５億30百万円増加したこと等によるものです。 

  

 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３億４百万円減少し、123億26百万円となりまし

た。これは主に当期純損失10億48百万円を計上したものの、第三者割当増資により資本金及び資本剰余金が10億円増

加したこと等によるものです。 

  

  ② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが16億18百万円の収入、投資

活動によるキャッシュ・フローが21億28百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが９億円の収入となり、

この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）期末残高は、期首より３億87百万円増加

し、24億２百万円となりました。  

  

 （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16億18百万円（前年同期は28億33百万円の支出）となりました。これは主に税金等

調整前当期純損失12億12百万円を計上したものの、減価償却費14億45百万円及び減損損失９億96百万円を計上したこ

と、賞与引当金が３億37百万円増加したこと等によるものです。 

  

 （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21億28百万円（前年同期は81億28百万円の支出）となりました。これは主に敷金及

び保証金の差入による支出19億92百万円等によるものです。 

  

 （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９億円（前年同期は65億47百万円の収入）となりました。これは主に長期借入によ

る収入23億円と長期借入金の返済による支出24億40百万円、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。 

（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

① 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。 

  

   平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 39.2  30.6  29.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 137.7  19.0   7.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  3.1 ― 13.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  23.4 ― 2.6 
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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。 

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、財務状況、今後の事業展開などの諸要素

を検討した結果、企業としての財務基盤を強化し、経営の健全性を高めていくことが必要な段階であると判断し、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

ることができるよう一層の努力を行ってまいります。 

来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。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、事業展開、財務状態及び株価等に影響を及ぼす可能性があるリスクは、以下のような事

象が想定されます。また、当社において必ずしも切迫したリスクでは無い事象に関しても、投資家の皆様の判断材料

とするべく積極的に記載しております。 

なお、当社グループの事業等に関するリスクについては、当連結会計年度末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。また、当社は下記リスクを回避し、また顕在化した時に適切な対応が行

われるよう、社内の体制整備と強化に努めています。 

  

① 事業環境におけるリスク 

a．少子化の影響について  

当社は国内のウェディング事業を主軸に事業展開を進めております。 

一方で総務省統計局の調査などにより、国内では少子化が進み、結婚適齢期に当たる男女が減少傾向にあることが

示唆されており、中長期的には挙式披露宴市場が縮小する可能性もあります。 

当社は新しいサービスや店舗コンセプトを取り入れて新規需要を喚起することで、これら市場のリスクに対応して

おりますが、市場の縮小が想定以上に急激であった場合、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．競合他社の影響について 

当社が市場を牽引してきたハウスウェディングの需要拡大に伴い、同市場に同業他社や他業種からの参入が増加し

ているため、更なる競争の激化が予測されます。 

当社は、ハウスウェディングを象徴する店舗デザインをはじめ、優秀な人材の育成、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、競合企業の提供する挙式披露宴が顧

客の志向により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。 

  

c．婚礼様式のトレンドについて 

当社は近年大きくシェアを拡大してきたハウスウェディング市場においてその牽引役を果たし、市場をリードして

きました。 

当社は今後も社会情勢、生活様式、世代別のニーズや各種トレンドの変化に対して十分なマーケティングを行い、

婚礼様式の 先端の把握に努めてまいりますが、ハウスウェディングに代わる新たな婚礼様式が台頭するなどした場

合、変化への対応が遅れることにより、当社グループの業績に影響を与える場合があります。 

  

d．季節変動について 

一般的に挙式披露宴は春（３月～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

同様の季節変動の影響を受けております。 

当社はこの季節変動を考慮した計画策定を行っておりますが、何らかの理由により繁忙期の婚礼受注を計画どおり

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。 
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 ② 事業運営上のリスク 

a．事業にかかる各種法的規制について 

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、消防法及び下水道法等並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。 

また、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。 

当社は法令遵守の精神に基づき、これらの法的規制に関して細心の注意を払い事業を進めておりますが、万が一法

的規制に抵触し、建築計画や事業計画に関して何らかの是正措置を命じられた場合には、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。 

  

b．衛生管理について 

 当社グループは料飲商品を提供しているため、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、事業を行っております。 

当社としては、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おります。また外部専門

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

体制の遵守を心がけております。しかしながら、万が一当社や当社関連施設において食中毒などの衛生事故が発生し

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。この結果、金銭

的な損失に加えて、当社グループの社会的信用の低下を招くことで、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．出店形態について 

当社グループは、直営店を出店するに当たり、事業環境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適宜活用しております。 

当社は各店舗の収益性や条件を十分に考慮した上で各契約を行っておりますが、万が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に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。 

  

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。 

  

e．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 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人材採用活動を積極的に行う一方で、目標管理とその成果が適切に評価に反映される人事

制度や手厚い教育研修制度を確立する等、優秀な人材育成と確保のための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

計画どおりに進まず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

  

f．個人情報の取扱について 

当社グループは、事業活動のために必要なお客様やお取引先の個人情報や機密情報を取得しております。これら個

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や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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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当たり、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。  

  

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。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には、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。 

  

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与える

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減損損失が発生し、当社の財政状態及び業績に影響を与える可能

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21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

響を与える可能性があります。 
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 当社グループは、当社及び当社の連結子会社12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。 

 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 

  

(2) 関係会社の状況 

 （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。 

２．企業集団の状況

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  

  ィアの制作並びに運営等の結婚に派生する事業 
 連結子会社 

名称 住所 
資本金 
又は 
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 
百万円 10  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 
百万円 140  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 
百万円 10  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 
百万円 100  51.0 結婚派生事業 

株式会社 Ｔ＆Ｇ Ｂｅａｕｔｙ 
東京都 

港区 
百万円 10  51.0 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 
百万円 665  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 

千 

USドル 

3,860  

( ) 

91.8

91.8
海外・リゾートウェディング事業 

GOODLUCK INTERNATIONAL BALI 

インドネ

シア 

バリ島 

百万 

インドネシ

アルピア 

1,309
 

( ) 

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 

千 

USドル 

11,976  

( ) 

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 
百万円 247 ― 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 
百万円 207 ― 匿名組合契約に基づく出資 

匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 

広島・松山 (注3) 

東京都 

港区 
百万円 248 ― 匿名組合契約に基づく出資 
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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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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「人の心を、人生を豊かにする」という企業理念を掲げております。 

この企業理念のもと、当社グループは、「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

の生活における多様なニーズを汲み取り、理念に即した高品質なサービスを提供することで、 大限の顧客満足を提

供するべく、事業を推進しております。その結果、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、さらには広く世の中に必要とされ続ける企業となるべく努力をしております。 

  

(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。このため、当社

グループは従来より株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）30％以上の達成を目標としており、効率的な経営の実現を目指

しております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は以下のポイントに注力し、中長期の安定的な成長を実現してまいります。 

  

・主力である国内ウェディング事業を継続的に強化し、常に 大限の顧客満足を提供することで、安定的な収益基

盤と市場における競争力をより確固たるものとしてまいります。 

  

・人口動態上、縮小の可能性もある国内ウェディング市場のみに依存せず、海外ウェディングやウェディング市場

に隣接する結婚派生市場などにおいて新たな事業成長の機会を開拓し、人々の生活全体に深くかかわる「総合生活カ

ンパニー」となることを目指します。 

  

・拡大する企業規模に対応するべく、業務プロセスの見直しを不断に行い、より効率的で仕組み化された社内組織

の構築と改善を行ってまいります。 

  

・安定的な企業成長の要となる優秀な人材確保を進めるべく、積極的な採用活動と社内研修体制の充実、さらに透

明性と検証性の高い人事制度を適切に運用することで、雇用環境の改善を進めてまいります。 

３．経営方針
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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、当社が提唱し且つ牽引し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広く認知されることとな

り、それに伴って従来のホテルや専門式場又は新規企業の参入が進んだことで、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、今後も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、下記の事項を主な課題として認識しております。これらの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成長を実現するための基盤づくりに全力を尽くしてまいります。 

  

① ウェディング事業の競争力強化 

当社は、ハウスウェディングのコンセプトに基づき、「映画のワンシーンのような」ウェディングを実現すること

を強みとしております。このため、建物・内装をはじめ、一軒家の贅沢な雰囲気を演出することが可能な店舗を構え

るとともに、お客様一人ひとりに専属のウェディングプランナーが対応することで、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実現できる体制を確立しております。 

一方で現在では、従来のホテルや専門式場等の競合他社により、当社に類似したサービスが展開されております。

当社は、全店舗での「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すとともに、マーケティングに基づ

いて各都市の店舗における婚礼事情を十分に考慮した多彩なサービスメニューを導入してまいりました。今後は当社

ならではの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一層注力することで、競争力

を高めてまいります。 

  

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 も重要な課題の一つとなります。これまでも当社は「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。今後も顧客満足度の更なる向上を目指し、新卒研修、中途採用者の研修をはじめとした様々な人材育成に注

力し、事業基盤の強化を実現してまいります。 

  

③ 労働環境の整備 

現在の当社事業環境や社内システムに対応したより公正な人事評価を行うため、平成20年4月より新たな人事制度

を運用しております。本制度は、短期と中長期での評価・育成を主眼に据えた、報酬評価と業務目標管理を体系化す

る透明性と検証性の高い制度となっています。このような制度整備に加え、従業員の業務適性等を考慮した人員配置

を心がけ、従業員の労働環境の一層の向上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 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  2,515 ※1  2,865

売掛金 268 243

営業貸付金 1,061 1,111

たな卸資産 106 －

商品 － 63

貯蔵品 － 36

前払費用 562 539

繰延税金資産 81 210

その他 359 162

貸倒引当金 △20 △37

流動資産合計 4,934 5,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,550 15,502

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,618 △3,657

建物及び構築物（純額） ※1  12,931 ※1  11,844

機械装置及び運搬具 122 65

減価償却累計額及び減損損失累計額 △76 △33

機械装置及び運搬具（純額） 46 32

工具、器具及び備品 2,103 2,027

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,205 △1,464

工具、器具及び備品（純額） ※1  897 ※1  563

土地 ※1  9,961 ※1  9,661

リース資産 － 35

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △5

リース資産（純額） － 29

建設仮勘定 ※1  37 213

有形固定資産合計 23,873 22,345

無形固定資産   

のれん － 77

その他 － 768

無形固定資産合計 1,091 846

投資その他の資産   

投資有価証券 617 665

長期貸付金 1,331 1,223

長期前払費用 467 425

繰延税金資産 602 792

敷金及び保証金 8,236 10,010

その他 6 23

貸倒引当金 － △102

投資その他の資産合計 11,260 13,037

固定資産合計 36,225 36,229

資産合計 41,160 41,425
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,681 2,246

短期借入金 3,505 3,530

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※2  2,440 ※1, ※2  2,429

未払法人税等 45 192

賞与引当金 － 337

店舗閉鎖損失引当金 94 －

関係会社事業損失引当金 102 －

その他 2,355 2,514

流動負債合計 11,224 11,251

固定負債   

長期借入金 ※1, ※2  16,577 ※1, ※2  16,447

長期リース資産減損勘定 507 1,038

その他 219 361

固定負債合計 17,304 17,846

負債合計 28,528 29,098

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,949 3,449

資本剰余金 2,895 3,395

利益剰余金 6,743 5,696

株主資本合計 12,588 12,541

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 7 △234

評価・換算差額等合計 7 △234

少数株主持分 35 20

純資産合計 12,631 12,326

負債純資産合計 41,160 41,425
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 43,642 46,206

売上原価 21,193 22,556

売上総利益 22,449 23,650

販売費及び一般管理費 ※1  23,350 ※1  22,974

営業利益又は営業損失（△） △901 675

営業外収益   

受取利息 26 19

受取配当金 0 0

匿名組合投資利益 124 97

受取賃貸料 14 16

その他 13 45

営業外収益合計 179 179

営業外費用   

支払利息 494 633

為替差損 70 121

支払手数料 79 8

その他 36 59

営業外費用合計 681 823

経常利益又は経常損失（△） △1,403 31

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

関係会社事業損失引当金戻入額 － 19

特別利益合計 0 19

特別損失   

固定資産除却損 ※2  53 ※2  22

固定資産売却損 ※3  3 ※3  71

減損損失 ※4  771 ※4  996

投資有価証券評価損 9 49

店舗閉鎖損失引当金繰入額 94 －

関係会社事業損失引当金繰入額 102 －

貸倒引当金繰入額 － 93

店舗閉鎖損失 － 31

特別損失合計 1,034 1,264

税金等調整前当期純損失（△） △2,437 △1,212

法人税、住民税及び事業税 72 148

法人税等調整額 △416 △318

法人税等合計 △344 △170

少数株主利益又は少数株主損失（△） △37 6

当期純損失（△） △2,055 △1,048
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,949 2,949

当期変動額   

新株の発行 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 2,949 3,449

資本剰余金   

前期末残高 2,895 2,895

当期変動額   

新株の発行 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 2,895 3,395

利益剰余金   

前期末残高 9,160 6,743

当期変動額   

剰余金の配当 △361 －

当期純損失（△） △2,055 △1,048

連結範囲の変動 － 1

当期変動額合計 △2,416 △1,047

当期末残高 6,743 5,696

株主資本合計   

前期末残高 15,005 12,588

当期変動額   

新株の発行 － 1,000

剰余金の配当 △361 －

当期純損失（△） △2,055 △1,048

連結範囲の変動 － 1

当期変動額合計 △2,416 △47

当期末残高 12,588 12,541
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 － 7

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △242

当期変動額合計 7 △242

当期末残高 7 △234

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － 7

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △242

当期変動額合計 7 △242

当期末残高 7 △234

少数株主持分   

前期末残高 18 35

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 △15

当期変動額合計 16 △15

当期末残高 35 20

純資産合計   

前期末残高 15,023 12,631

当期変動額   

新株の発行 － 1,000

剰余金の配当 △361 －

当期純損失（△） △2,055 △1,048

連結範囲の変動 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 △257

当期変動額合計 △2,392 △304

当期末残高 12,631 12,326

－ 17 －

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成21年３月期決算短信



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △2,437 △1,212

減価償却費 1,575 1,445

減損損失 771 996

賞与引当金の増減額（△は減少） － 337

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 120

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 94 △94

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 102 －

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 △26 △19

支払利息 494 633

為替差損益（△は益） － 36

固定資産除却損 － 22

固定資産売却損益（△は益） － 71

投資有価証券評価損益（△は益） － 49

営業貸付金の増減額（△は増加） △264 △50

売上債権の増減額（△は増加） △80 △51

仕入債務の増減額（△は減少） △298 △425

前払費用の増減額（△は増加） △18 24

未払金の増減額（△は減少） 47 △268

前受金の増減額（△は減少） － 199

その他 △51 431

小計 △90 2,225

利息及び配当金の受取額 23 19

利息の支払額 △549 △628

法人税等の支払額 △2,216 0

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,833 1,618

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 △53 17

定期預金の預入による支出 － △40

定期預金の払戻による収入 － 60

有形固定資産の取得による支出 △5,614 △517

有形固定資産の売却による収入 1 170

施設利用権の取得による支出 △280 －

貸付けによる支出 △1 △19

貸付金の回収による収入 110 123

敷金及び保証金の差入による支出 △2,125 △1,992

敷金及び保証金の回収による収入 52 141

事業譲渡による収入 － 4

その他 △217 △75

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,128 △2,128
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） 774 52

長期借入れによる収入 8,350 2,300

長期借入金の返済による支出 △2,220 △2,440

株式の発行による収入 － 995

配当金の支払額 △356 △1

リース債務の返済による支出 － △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,547 900

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,414 387

現金及び現金同等物の期首残高 6,429 2,014

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △0

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,014 ※1  2,402
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

12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  

広島・松山 

GOODLUCK INTERNATIONAL CORPORATIO

N 

GOODLUCK INTERNATIONAL BALI 

ARLUIS WEDDING (GUAM) CORPORATION 

(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 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  

広島・松山 

GOODLUCK INTERNATIONAL CORPORATIO

N 

GOODLUCK INTERNATIONAL BALI 

ARLUIS WEDDING (GUAM) CORPORATION 

   

 なお、前連結会計年度まで連結子

会社としておりました㈱パートナー

エージェントについては、平成21年

３月６日に解散し清算会社となった

ため、当連結会計年度より連結の範

囲から除外しておりますが、損益計

算書のみ連結しております。    

  （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。 

（3）開示対象特別目的会社 

 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。 

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。 

(1) 持分法を適用した関連会社 

        同 左 

  (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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 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。 

 連結子会社の決算日は、次のとおりで

あります。 

３月31日 ５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

告日に応じて入手可能な 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 

主に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) 

  ｂ 貯蔵品 

終仕入原価法 

ｂ 貯蔵品 

終仕入原価法(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) 

     (会計方針の変更) 

  当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分)を適

用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益

はそれぞれ20百万円減少し、税金等調

整前当期純損失は、20百万円増加して

おります。  

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(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 ２～17年 

工具器具備品    ２～15年 

 また、事業用定期借地権上の建物等

については、借地契約期間に基づく耐

用年数にて償却を行っております。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 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 ２～17年 

工具器具備品    ２～15年 

 また、事業用定期借地権上の建物等

については、借地契約期間に基づく耐

用年数にて償却を行っております。  

   (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おりましたが、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。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  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（リース資産を除く） 

      同 左 

    

―――――――― 

③ リース資産 

 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、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。  

     (会計方針の変更) 

 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、当連結会計年度より、

「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））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

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、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

損失に与える影響は軽微であります。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

①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。 

①貸倒引当金 

      同 左 

  ②店舗閉鎖損失引当金  

 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。 

②        ―――――――― 

  ③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。 

③        ―――――――― 

    

―――――――― 

④賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の当連結会

計年度負担額を計上しております。 

（追加情報） 

 従来、従業員賞与の確定額を期末に

おいて支給済みのため、未払賞与を計

上しておりませんでしたが、当連結会

計年度より、当社及び一部の子会社に

おいて人事制度が変更されたことに伴

い、連結財務諸表作成時に支給額が確

定しないこととなったため、当連結会

計年度末において、当該賞与の支給見

込額を「賞与引当金」として、区分掲

記しております。 

(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。 

      同 左  

(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。 

  

―――――――― 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

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 

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 

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

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （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

る当面の取扱い） 

  当連結会計年度より、「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扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）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。
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――――― （連結貸借対照表）  

１. 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において、「たな卸資産」として掲記されていた

ものは、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区

分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな

卸資産」に含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ

87百万円、19百万円であります。 

２. 前連結会計年度において、「無形固定資産」として

掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、

当連結会計年度より「のれん」「その他（無形固定資

産）」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度に含まれる「のれん」「その他（無形固定資産）」

は、それぞれ118百万円、973百万円であります。 

（連結損益計算書）  

 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「支払手数料」は営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における「支払手数料」の金額は

47百万円であります。 

―――――――― 

―――――――― （連結キャッシュ・フロー計算書）  

１. 営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金

の増減額」「為替差損益」「固定資産除却損」「固定

資産売却損益」「投資有価証券評価損益」について

は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示してお

りましたが、金額的重要性が増したため、当連結会計

年度から区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「貸倒引当金の増減額」は４百万円、「為替差損益」

は0百万円、「固定資産除却損」は53百万円、「固定資

産売却損益」は３百万円、「投資有価証券評価損益」

は９百万円であります。 

２. 営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増

減額」については、前連結会計年度は「売上債権の増

減額」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため、当連結会計年度から区分掲記しており

ます。 

  なお、前連結会計年度の「売上債権の増減額」に含

まれている「前受金の増減額」は67百万円でありま

す。 
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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20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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 460百万円 

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 14,512  

現金及び預金 443百万円 

建物及び構築物     4,194  

工具器具備品 101  

土地     9,554  

合計 14,293  

② 担保付債務 ② 担保付債務 

１年以内返済予定の長期借入金 919百万円 

長期借入金 11,792  

合計 12,712  

１年以内返済予定の長期借入金  919百万円 

長期借入金   10,872  

合計 11,792  

※２ 財務制限条項  ※２ 財務制限条項  

    当社の借入金のうち 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。 

8,100     当社の借入金のうち 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。 

6,400
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 百万円4,557

広告宣伝費  4,097

地代家賃  5,341

給与手当      百万円5,325

賞与引当金繰入額        337

広告宣伝費        2,766

地代家賃       5,509

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 百万円2

工具器具備品    0

建設仮勘定    50

合計  53

建物及び構築物 百万円18

ソフトウェア  3

合計  22

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 百万円3 機械装置及び運搬具  百万円3

土地  68

合計  71

※４ 減損損失 ※４ 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。 

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。 

  
 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 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（ 百万円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 減損損失の内訳は、建物及び構築物 百万円、機械装

置 百万円、工具器具備品 百万円、土地 百万円、リ

ース資産減損勘定 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。 

  

会社名 用途 種類 場所 

株式会社  
テイクアンド 
ギヴ・ニーズ 

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

株式会社  
Ｔ＆Ｇ  
Ｂｅａｕｔｙ 

店舗設備 
建物・機械装置・
工具器具備品 

近畿・ 
九州地区 

GOODLUCK  
INTERNATIONAL
CORPORATION 

遊休資産 土地 
米国 
ハワイ州 

771

129

44 17 30

550

  
 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 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（ 百万円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 減損損失の内訳は、建物及び構築物 百万円、機械装

置 百万円、工具器具備品 百万円、リース資産減損勘定

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、使用価値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローの割引率は４％を使用しております。  

会社名 用途 種類 場所 

株式会社  
テイクアンド 
ギヴ・ニーズ 
  

店舗設備
  

建物及び構築物・
工具器具備品・ 
リース資産 
  

東海地区 

信越・ 
北陸地区 

近畿地区 

中国・ 
四国地区 

九州地区 

株式会社  
Ｔ＆Ｇ  
Ｂｅａｕｔｙ 

店舗設備
建物及び構築物・
機械装置 

関東地区 

996

234

9 36

716

－ 28 －

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成21年３月期決算短信



前連結会計年度（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 

  

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 

  

(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。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加100,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

  

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 

  該当事項はありません。 

  

(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。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

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

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 

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  100,000 ―  822,700
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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20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21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 百万円2,515

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

現金及び預金勘定      百万円2,865

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
 △20

現金及び預金のうち匿名組合

保有額 
 △443

現金及び現金同等物  2,402
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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、減損損失累計額相当額及び当期末残高相当額 

１. ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容   

  有形固定資産  

  

（2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高  

    未経過リース料期末残高相当額 

  
  

（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 

  

（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。 

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。 

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 

  

  
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

１年内 百万円1,198

１年超  10,323

合計  11,522

リース資産減損勘定の残高 百万円550

支払リース料 百万円2,231

減価償却費相当額   1,459

支払利息相当額  1,090

減損損失   550

１年内 百万円253

１年超  1,121

合計  1,375

 国内ウェディング事業における店舗設備（「建物及び構

築物」、「工具器具備品」）であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。 

（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 

  

（2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

  未経過リース料期末残高相当額 

  

（3）支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当

額、減損損失及びリース資産減損勘定の取崩額 

  

（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。 

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。 

  
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      11,866       3,253       1,197       7,415

工具器
具備品 

      2,084       1,204       69       810

合計      13,951       4,458       1,266       8,226

１年内      百万円1,202

１年超       9,147

合計       10,349

リース資産減損勘定の残高   百万円1,208

支払リース料    百万円2,221

減価償却費相当額        1,365

支払利息相当額       1,050

減損損失        716

リース資産減損勘定の取崩額       57
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 １.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  ２.時価評価されていない主な有価証券 

  （注）１.前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。 

     ２.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49百万円の減損処理を行っております。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  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    百万円158

１年超       583

合計      741

（有価証券関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21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 ― ― ― ― 

内容 
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21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  536  633

非上場株式  80  31
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１. 取引の状況に関する事項 

２. 取引の時価等に関する事項 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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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前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（退職給付関係）
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前連結会計年度（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 

(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 

② 単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  
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 

  
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 

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20年４月１日 至 平成21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 

(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 

② 単価情報 

  

  
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 

  
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  

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20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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 百万円731

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

（繰延税金資産）     

税務上の繰越欠損金    百万円863

減損損失  611

減価償却超過額   285

賞与引当金   136

貸倒引当金   49

借地権償却   101

その他  152

繰延税金資産小計  2,201

評価性引当額  △1,162

繰延税金資産合計  1,039

（繰延税金負債）      

長期貸付金利息  36

繰延税金負債合計  36

繰延税金資産純額  1,002

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。   

  同 左  
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前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

事業分離 

１. 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業

分離の概要  

(1）分離先企業の名称 

株式会社ドリームドア（事業の譲受にあたり株式会社パートナーエージェントへ商号変更） 

(2）分離した事業の内容 

当社連結子会社の結婚情報サービス事業 

(3）事業分離を行った主な理由 

当社グループは、経営資源の効果的な配分を目的に、事業の「選択と集中」を行っております。 

本業である国内ウェディング事業に経営資源を集中的に投下するとともに、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った結果、結婚情報サービス事業を

譲渡いたしました。 

(4）事業分離日 

平成20年５月22日 

(5）法的形式を含む事業分離の概要 

受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡 

２．実施した会計処理の概要 

(1）移転損益の金額 

前連結会計年度において、関係会社事業損失引当金として、事業譲渡に伴う損失見込額を計上しているた

め、当連結会計年度において、移転損益は発生しておりません。 

(2）移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額 

資産          139百万円 

負債                31百万円 

３．連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

営業損失（△）        △20百万円 

  

（企業結合等関係）
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３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．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。 

      

（セグメント情報）

ａ．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） 

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  42,680  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、 

減損損失及び資本的支出 
                              

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
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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．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（ 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（ 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 百万円には、リース資産に対する減損損失 百万円が含まれ

ております。 

    ７．会計方針の変更 

       （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）②に記載のとおり、当連結会計年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「結婚派生事

業」で20百万円減少しております。  

     

  

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  41,482  2,977  1,746  46,206 ―  46,206

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  17  45  64  △64 ― 

計  41,484  2,995  1,792  46,271  △64  46,206

営業費用  39,088  2,853  1,900  43,842  1,688  45,531

営業利益又は営業損失（△）  2,395  141  △108  2,428  △1,752  675

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
                              

資産  34,466  1,823  1,865  38,155  3,269  41,425

減価償却費  1,213  102  59  1,374  70  1,445

減損損失   957 ―  38  996 ―  996

資本的支出  244  265  8  518  39  557

1,757

3,269

957 716
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前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

  

前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

    役員及び個人主要株主等 

 （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。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10年17日）及び 

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用して

おります。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     （1）㈱東京ウエルズが当社の行った第三者割当増資を１株につき10,000円で引き受けたものです。 

      （2）議決権の被所有割合については、㈱東京ウエルズ及び共同保有者1社の合計を記載しております。  

     （3）資金の借入については、市場金利を勘案し、取締役会の承認に基づき実行されております。 

      

(イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

           資金の借入については、市場金利を勘案し、取締役会の承認に基づき実行されております。 

      なお、当社代表取締役社長野尻佳孝からの資金の借入に係る取締役会決議について、野尻佳孝は特別の利害

関係を有するため議決に加わっておりません。  

     

（関連当事者情報）

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 

 (被所有)  

 直接21.08 
― ― 

挙式宴会売上 

(注)1 
 148 ― ― 

種類 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（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

主要 

株主 

㈱東京 

ウエルズ 

 東京都 

大田区 
 240 製造業 

 (被所有)  

直接11.96 
― 

増資の引受  500 ― ― 

資金の借入  3,500
短期借入金

長期借入金

   

  

500

2,000

利息の支払  28 未払費用    2

種類 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（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（百万円）

科目 期末残高
（百万円）

役員 野尻 佳孝 ― ― 
当社代表 

取締役社長 

 (被所有)  

 直接18.51 
― 

資金の借入  1,620
短期借入金

長期借入金

   

   

120

300

利息の支払  5 未払費用     0
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   １．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）に設定した

信託受益権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．前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。 

   （注） 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。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   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）に設定した

信託受益権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21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。  

         なお、将来において損失が発生した場合には、当社が負担する損失の額は匿名組合出資額に限られます。 

     また、平成20年10月に「アーカンジェル迎賓館名古屋」に係る信託受益権の譲渡がなされており、当該譲渡に

伴い、当社は譲渡先との間で定期建物賃貸借契約を締結し、引き続き、当該店舗の運営を行っております。 

 平成21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1,171百万円、負債総額は551百万円です。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。 

   （注）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。 

            

（開示対象特別目的会社関係）

  主な取引の金額又は期末残高（百万円） 
主な損益 

項目 金額（百万円） 

匿名組合出資金  536 匿名組合投資利益  124

賃借取引（注１） － 地代家賃  211

  主な取引の金額又は期末残高（百万円） 
主な損益 

項目 金額（百万円） 

匿名組合出資金  633 匿名組合投資利益  97

賃借取引（注１） － 地代家賃  168
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 （注） １株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

１. １株当たり純資産額 

２. １株当たり当期純損失金額 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 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。 

１株当たり純資産額 円17,429.46

１株当たり当期純損失金額 円2,844.03

 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。 

１株当たり純資産額   円14,958.97

１株当たり当期純損失金額     円1,287.20

項目 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21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）  12,631  12,326

普通株式に係る純資産額（百万円）  12,596  12,306

差額の主要な内訳（百万円） 

少数株主持分 
 35  20

普通株式の発行済株式数（株）  722,700  822,700

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  822,700

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

連結損益計算書上の当期純損失(△)（百万円）  △2,055  △1,048

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損失(△)（百万円）  △2,055  △1,048

普通株式の期中平均株式数（株）  722,700  814,755

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 

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,677 1,989

売掛金 54 107

商品 29 23

貯蔵品 7 27

前払費用 549 534

繰延税金資産 81 210

短期貸付金 ※3  1,672 ※3  1,255

その他 184 44

貸倒引当金 △12 △28

流動資産合計 4,243 4,165

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,863 9,893

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,600 △2,399

建物（純額） ※1  8,263 ※1  7,493

構築物 2,478 2,585

減価償却累計額及び減損損失累計額 △736 △994

構築物（純額） 1,741 1,590

車両運搬具 5 5

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5 △5

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 1,836 1,792

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,140 △1,393

工具、器具及び備品（純額） 695 398

土地 ※1  6,246 ※1  6,246

リース資産 － 35

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △5

リース資産（純額） － 29

有形固定資産合計 16,947 15,759

無形固定資産   

ソフトウエア 90 68

その他 19 34

無形固定資産合計 109 102

投資その他の資産   

投資有価証券 590 652

関係会社株式 1,466 1,436

その他の関係会社有価証券 1,154 1,340

出資金 6 6

長期貸付金 1,328 1,223

従業員に対する長期貸付金 3 －

関係会社長期貸付金 1,190 1,388

長期前払費用 414 391

繰延税金資産 612 820
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

敷金及び保証金 7,985 9,819

その他 － 3

貸倒引当金 △968 △1,067

投資損失引当金 － △1,256

投資その他の資産合計 13,782 14,756

固定資産合計 30,838 30,618

資産合計 35,082 34,784

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,596 2,143

短期借入金 2,300 2,440

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※4  2,198 ※1, ※4  2,198

リース債務 － 6

未払金 768 720

未払費用 31 25

未払法人税等 42 183

前受金 892 1,046

預り金 38 82

前受収益 19 19

賞与引当金 － 336

その他 46 196

流動負債合計 8,934 9,400

固定負債   

長期借入金 ※1, ※4  11,887 ※1, ※4  11,988

長期リース資産減損勘定 507 1,056

リース債務 － 28

その他 135 143

固定負債合計 12,530 13,216

負債合計 21,464 22,616

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,949 3,449

資本剰余金   

資本準備金 2,895 3,395

資本剰余金合計 2,895 3,395

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 7,772 5,322

利益剰余金合計 7,772 5,322

株主資本合計 13,617 12,167

純資産合計 13,617 12,167

負債純資産合計 35,082 34,784
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 40,520 41,484

売上原価 19,733 20,226

売上総利益 20,787 21,257

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 3,490 2,503

役員報酬 105 103

給料及び手当 4,196 4,576

賞与引当金繰入額 － 336

福利厚生費 614 600

地代家賃 5,535 5,750

消耗品費 325 365

減価償却費 1,355 1,191

支払手数料 1,389 1,555

その他 3,980 4,031

販売費及び一般管理費合計 20,994 21,015

営業利益又は営業損失（△） △207 241

営業外収益   

受取利息 ※1  83 ※1  83

受取配当金 0 0

匿名組合投資利益 ※1  336 ※1  315

受取賃貸料 14 16

その他 16 46

営業外収益合計 451 462

営業外費用   

支払利息 317 461

支払手数料 79 8

その他 13 24

営業外費用合計 411 495

経常利益又は経常損失（△） △167 208
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 0 10

特別損失   

固定資産除却損 ※2  3 ※2  18

固定資産売却損 ※3  3 －

減損損失 ※4  612 ※4  1,046

投資有価証券評価損 9 35

投資損失引当金繰入額 － 1,256

関係会社株式評価損 295 30

貸倒引当金繰入額 － 93

関係会社貸倒引当金繰入額 968 391

特別損失合計 1,891 2,870

税引前当期純損失（△） △2,058 △2,651

法人税、住民税及び事業税 66 134

法人税等調整額 △427 △335

法人税等合計 △361 △201

当期純損失（△） △1,697 △2,449
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,949 2,949

当期変動額   

新株の発行 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 2,949 3,449

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,895 2,895

当期変動額   

新株の発行 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 2,895 3,395

資本剰余金合計   

前期末残高 2,895 2,895

当期変動額   

新株の発行 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 2,895 3,395

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 9,831 7,772

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 0 －

剰余金の配当 △361 －

当期純損失（△） △1,697 △2,449

当期変動額合計 △2,058 △2,449

当期末残高 7,772 5,322

利益剰余金合計   

前期末残高 9,831 7,772

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △361 －

当期純損失（△） △1,697 △2,449

当期変動額合計 △2,058 △2,449

当期末残高 7,772 5,322
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 15,676 13,617

当期変動額   

新株の発行 － 1,000

剰余金の配当 △361 －

当期純損失（△） △1,697 △2,449

当期変動額合計 △2,058 △1,449

当期末残高 13,617 12,167

純資産合計   

前期末残高 15,676 13,617

当期変動額   

新株の発行 － 1,000

剰余金の配当 △361 －

当期純損失（△） △1,697 △2,449

当期変動額合計 △2,058 △1,449

当期末残高 13,617 12,167
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 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 

 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) 

  料飲商品 

移動平均法による原価法 

料飲商品 

 移動平均法による原価法(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) 

  (2) 貯蔵品 

終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 

 終仕入原価法(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) 

     (会計方針の変更) 

  当事業年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分)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。 

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 

 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、事業用定期借地権上の建物等

については、借地契約期間に基づく耐

用年数にて償却を行っております。 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 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 

 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、事業用定期借地権上の建物等

については、借地契約期間に基づく耐

用年数にて償却を行っております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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

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。 

  

   (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 

 定額法を採用しております。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）

による定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

  ―――――――― 

  

(3) リース資産 

 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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

    

  

 (会計方針の変更) 

 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、当事業年度より、「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））を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

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、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。 

    

  

 これによる当事業年度の営業利益、経

常利益及び税引前当期純損失に与える影

響は軽微であります。 

  (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。 

(4) 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。 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

  ――――――――  (2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額の当事業年度負

担額を計上しております。 

    （追加情報） 

 従来、従業員賞与の確定額を期末にお

いて支給済みのため、未払賞与を計上し

ておりませんでしたが、当事業年度よ

り、人事制度が変更されたことに伴い、

財務諸表作成時に支給額が確定しないこ

ととなったため、当事業年度末におい

て、当該賞与の支給見込額を「賞与引当

金」として、区分掲記しております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ―――――――― （3）投資損失引当金 

 関係会社への投資に対する損失に備え

るため、当該会社の財政状態等を勘案

し、必要見込額を計上することとしてお

ります。  

  ―――――――― （追加情報） 

 当事業年度より関係会社への投資に対

する損失に備えるため、当該会社の財政

状態等を勘案して投資損失引当金を計上

しております。当事業年度に発生した投

資損失引当金繰入額1,256百万円は、

「特別損失」に計上しております。 

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。 

――――――――  

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 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

① 担保資産 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   ① 担保資産 

建物 2,165百万円

土地  6,138

合計  8,303

建物       百万円2,028

土地  6,138

合計  8,167

② 担保付債務 ② 担保付債務 

１年以内返済予定の長期借入金 百万円688

長期借入金  7,102

合計  7,791

１年以内返済予定の長期借入金    百万円688

長期借入金  6,413

合計  7,102

 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 

百万円1,090       百万円970

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 

百万円418 百万円361

  関係会社株式会社Ｔ＆Ｇ Ｂｅａｕｔｙの不動産賃 

貸借契約に係る保証債務 

  百万円67

  匿名組合 ＴＡＫＥ ＳＥＣＯＮＤ 広島・松山の 

銀行借入金に対する保証債務 

  百万円1,746

※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     百万円1,672 短期貸付金       百万円1,253

※４ 財務制限条項  

   当社の借入金のうち 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。 

8,100

※４ 財務制限条項 

   当社の借入金のうち 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。  

6,400

－ 56 －

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）平成21年３月期決算短信



  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 関係会社との取引 ※１ 関係会社との取引 

関係会社からの受取利息 百万円61

匿名組合投資利益  211

関係会社からの受取利息   百万円66

匿名組合投資利益  217

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 百万円2

工具器具備品  0

合計  3

建物 百万円9

構築物  9

合計  18

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ ――――――――――――――――― 

建物 百万円3       

※４ 減損損失 ※４ 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。 

 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。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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。 

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 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（1,046百万円）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175百万円、構築物64百万円、

工具器具備品49百万円、リース資産減損勘定756百万円で

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、使用価値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローの割引率は４％を使用しております。 

用途 種類 場所 

  
建物・構築物・工具器
具備品・リース資産  

東海地区 

  
建物・構築物・工具器
具備品・リース資産  

信越・ 
北陸地区 

店舗設備 
建物・構築物・工具器
具備品・リース資産  

近畿地区 

  
建物・構築物・工具器
具備品・リース資産  

中国・ 
四国地区 

  
構築物・工具器具備
品・リース資産  

九州地区 
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前事業年度（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 

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 

  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加100,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

  

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 

  該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

 株式の種類  前事業年度末  増加 減少  前事業年度末 

 普通株式（株）     722,700  ― ―    722,700

決議 株式の種類 
配当金の総額 １株当たり配当額

基準日 効力発生日 
（百万円） （円） 

平成19年６月27日 
普通株式  361  500 平成19年３月31日 平成19年６月28日

定時株主総会 

 株式の種類  当事業年度末  増加 減少  当事業年度末 

 普通株式（株）  722,700    100,000  ―    822,700
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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、減損損失累計額相当額及び当期末残高相当額 

１ ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 ① リース資産の内容 

 有形固定資産 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

(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 

(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。 

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。 

  
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

１年内 百万円1,185

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

支払リース料 百万円2,217

減価償却費相当額  1,445

支払利息相当額  1,089

減損損失   550

 国内ウェディング事業における店舗設備（「建物」、

「工具器具備品」）であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。 

(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) 

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  11,866  3,253  1,197  7,415

工具器
具備品 

 2,081  1,202  109  768

合計  13,947  4,456  1,306  8,184

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内      百万円1,201

１年超  9,146

合計  10,347

リース資産減損勘定の残高     百万円1,248

(3) 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当

額、減損損失及びリース資産減損勘定の取崩額 

 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 百万円197

１年超  788

合計  985

支払リース料       百万円2,221

減価償却費相当額  1,364

支払利息相当額  1,050

減損損失   756

リース資産減損勘定の取崩額  57

  

(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。 

  

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。 
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前事業年度(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。 

  

当事業年度(平成21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。  

  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  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    百万円102

１年超  306

合計  408

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21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）     

借地権償却 百万円88

減価償却超過額   142

減損損失   249

関係会社貸倒引当金  395

関係会社株式評価損否認  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

（繰延税金資産）     

借地権償却   百万円101

減価償却超過額   285

減損損失   647

貸倒引当金  49

投資損失引当金  511

関係会社貸倒引当金  396

関係会社株式評価損否認     10

賞与引当金     136

その他  144

繰延税金資産小計  2,283

評価性引当額  △1,216

繰延税金資産合計  1,067

（繰延税金負債）      

長期貸付金利息  36

繰延税金負債合計  36

繰延税金資産純額  1,030

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。   

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 

同 左  
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 （注） １株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純損失 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 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。 

１株当たり純資産額 18,842.61円

１株当たり当期純損失金額 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。 

１株当たり純資産額 14,789.90円

１株当たり当期純損失金額       3,006.92円

項目 
前事業年度 

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）  13,617  12,167

普通株式に係る純資産額（百万円）  13,617  12,167

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  822,700

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  822,700

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

損益計算書上の当期純損失(△)（百万円）  △1,697  △2,449

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損失(△)（百万円）  △1,697  △2,449

普通株式の期中平均株式数（株）  722,700  814,755

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  

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）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 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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