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１．平成18年１月期の連結業績（平成17年１月21日～平成18年１月20日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年１月期 11,112 (　 2.0) 528 ( △0.1) 541 (　 8.7)

17年１月期 10,895 (　 7.3) 528 (　13.5) 498 (　43.7)

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年１月期 305 ( 13.1) 37 75 － － 9.8 7.2 4.9

17年１月期 270 ( 26.5) 33 36 － － 9.1 6.7 4.6

（注）①持分法投資損益 18年１月期 １百万円 17年１月期 ９百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年１月期 8,091,536株 17年１月期 8,095,504株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年１月期 7,600 3,256 42.9 402 49

17年１月期 7,495 2,962 39.5 366 17

（注）期末発行済株式数（連結） 18年１月期 8,091,510株 17年１月期 8,091,570株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年１月期 152 △559 190 1,035

17年１月期 194 △222 32 1,232

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ９社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） １社

２．平成19年１月期の連結業績予想（平成18年１月21日～平成19年１月20日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,089 472 272

通　期 11,921 559 320

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　39円54銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の概況
　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、子会社９社および関連会社８社で構成されており、庭空間を

構成する各種庭園資材の製造販売を主な事業内容とし、さらに関連するサービス等の事業活動を展開しております。

　当社グループの事業内容に係わる位置づけは次のとおりであります。

　なお、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門の区分により記載しております。

ａ．和歌山ガーデンクリエイト株式会社（子会社） 人工強化竹「エバーバンブー」等人工竹木フェンスの製造

加工

ｂ．徳島ガーデンクリエイト株式会社（子会社） 人工強化竹「エバーバンブー」の真空成型および製造加工

ｃ．奈良ガーデンクリエイト株式会社（子会社） 天然竹木製品の製造加工

ｄ．株式会社青山ガーデン（子会社） 庭園の設計・施工及び庭園資材の販売

ｅ．天津高秀国際工貿有限公司（子会社） 中国産品の仲介

ｆ．有限会社タカショー・ヨーロッパ（子会社） 庭園資材の販売

ｇ．株式会社日本インテグレート（子会社） カタログ等の印刷・製本

ｈ．株式会社タカショーデジテック（子会社） 照明機器製造・販売

ｉ．佛山市南方高秀花園製品有限公司(子会社) 木製庭園資材の製造

ｊ．広東高秀花園製品有限公司（関連会社） 木製庭園資材の製造

ｋ．上海高秀園芸建材有限公司（関連会社） 庭園資材の販売

ｌ．株式会社ヤスモク（関連会社） 木製庭園資材の製造

ｍ．その他５社（関連会社） 庭園資材の製造および販売
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【事業の系統図】
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（注）１ ※１は連結子会社、※２は関連会社（持分法適用）、※３は関連会社（持分法適用外）であります。 

２    は商品の流れ、   は部材の流れを表しております。 

海
外
得
意
先 

－ 3 －



２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、基本コンセプト「やすらぎのある空間づくり」に基づき、住まいの庭空間を構成する各種庭園資材を提供

し、その結果として安定した業績と適正な利益を確保することを経営の基本としております。

　販売経路につきましては、住宅メーカー、建材商社ルート、造園資材ルート、ガーデンセンター、ホームセンター、

通信販売、大型家具店等多岐にわたり、多角的に展開しております。

　市場ニーズが多様化する状況下において、常に新商品の開発に注力、また、中国をはじめ海外の主力メーカーと技

術提携し、ユーザーニーズを的確に収集して迅速に対応するため、子会社との技術提携を含む海外企業との協力関係

を増進しております。

　企業競争力の原点は開発力と販売力にあることを認識し、会社の総力をあげて新商品開発、販路の開拓ならびに販

売力の強化に努め、今後のトレンドを的確に掴み、販売店およびメンテナンス店の販売網サービス体制の充実等、地

域販売戦略を展開してまいります。

　販売促進面では、専門誌での広告、商品展示会、総合カタログの配布、インターネットを利用したWebカタログ等、

販路拡大と新商品の市場浸透を積極的に図っております。

　当社は、業界トップ企業としての責任と誇りをもち、顧客の信頼を高めその綿密な関係の維持増進を図ってまいり

ます。また、経営の合理化と効率化につとめて一層の経営基盤の強化を図り、業績の向上に努めてまいる所存であり

ます。

(2）利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、株主の皆様への安定配当の継続を経営の最重要政策の一つとして位置づけるとともに、

業績に基づく成果配分を実施していくことも基本的な方針としております。

　また、内部留保金につきましては、事業の安定成長のため、設備投資や新商品開発のための投資として事業展開に

活用してまいります。これは、将来的には収益向上に貢献し、安定的な利益還元に寄与するものと考えております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　当社は、投資単位の引下げは、株式の流動性を向上させるとともに、個人投資家層の厚みを増すことに繋がると認

識しており、平成16年９月に１単元の株式数を1,000株から100株に変更いたしました。なお、今後の投資単位の引下

げについては株価動向や取引高等を慎重に検討し、対処していく方針でありますが、その具体的な内容および時期は

未定であります。

(4)目標とする経営指数

　当社は常に顧客の声を聞き、最適な知識と技術でその声に応え、品質の高いサービスを提供していくことで、売上

の拡大を図る一方、コスト管理を徹底することで、目標とする売上総利益率や経常利益率の達成を目指しております。

(5）中長期的な経営戦略

  当社は、基本コンセプトである「やすらぎのある空間づくり」に基づき、様々な住まいの庭での暮らし方を提供す

ることで売上の拡大を図ってまいります。

  販売戦略といたしましては、全国的な販売ネットワーク構築を目指し、昨年よりスタートいたしましたタカショー

リフォームガーデンクラブを拡大することで一般ユーザーの庭づくりをサポートする体制を強化してまいります。

また、海外においてもグループ会社を拡大することで生産力と販売力の強化を図ってまいります。

  商品戦略といたしましては、デザイン、品質、省エネをテーマとした商品開発に注力してまいります。そのため、

ガーデニング市場におけるトレンドの発信を目的とした研究開発の構築により高付加価値型商品の開発を増進するこ

とで売上の拡大を図ってまいります。

  システム戦略といたしましては、インターネット環境による受発注システムの開発により、迅速かつ的確な対応が

可能となり、さらに社内業務体制における生産性の向上を目的としたシステム構築を目指してまいります。

　さらに、公開企業の責務として、適切かつ健全な経営活動をタイムリーな情報開示によって皆様にお知らせし、資

金調達を間接金融だけでなく資本市場に求めるとともに、知名度の向上、優秀な人材の確保に努め、強固な経営基盤

を確立していきたいと考えております。

(6)対処すべき課題

　当面の課題といたしましては、今後とも当社グループを取り巻く経営環境はさらに厳しく変化することが予想され

ますが、さらなる成長性と収益性の向上を図るため当社が対処すべき課題は次のとおりであります。 
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  　①環境を考える時代を見据えた、市場創造型商品群の開発

    　　金属エクステリア商品が約６割を占める日本のガーデニング市場において、ＥＵ諸国に見られるような「リ　

　　　ビングガーデン」（暮らす庭）をテーマとした商品開発ならびにデザイン開発を推進してまいります。

  　　　また、日本市場では環境を考えた街づくりの意識が乏しく、これからの市場を新たな方向に向け、啓発する

　　　必要があります。当社は業態にとらわれず、お客様の本質的な満足を満たす庭空間づくりとガーデンを通じ

　　　て、これからの地球環境と人と自然との共生をテーマにした「ビオガーデン」や庭空間をリメイクする「リフ　　

　　　ォームガーデン」の考え方を機軸とし、新たな事業展開を図ってまいります。

　　②経営の効率化

    　　業務の効率化と生産性の向上を推進し、情報を迅速且つ戦略的に用いることでさらなる経営効率アップを図

　　　ってまいります。

　　③物流体制の強化

    　　全国のお客様にジャストインタイムで商品を供給できる体制（サプライチェーンマネジメント）の強化と物

　　　流コストの効率化を図ってまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するための経営の意思決定の効率性を確保し

たコーポレート・ガバナンスの構築が重要課題と認識し取り組んでおります。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

① 取締役会

  意思決定の迅速化、委任の明確化のため、取締役会は取締役６名と比較的少数で構成し、原則として月１回

の定例会を開催し、重要な議案が生じた場合には適時臨時取締役会を開催し、迅速適切な意思決定と業務執行

の監督に努めるとともに、業務執行における指示伝達、問題の共有化および意見交換を行っております。

② 監査役

  当社では３名の監査役が選任されております（常勤監査役１名と社外監査役２名で構成されており、当社と

の間において特別利害関係はありません）。監査役は、取締役会および必要に応じてその他の社内会議に出席

し、取締役の意思決定、業務執行を監督しております。また、適時内部監査室とリスクマネジメントやコンプ

ライアンスについて意見交換を行い、必要に応じて取締役会に監査業務の結果報告を行う等、効果的かつ効率

的な監査の実施に努めております。

③ 内部監査

  内部監査につきましては、代表取締役社長による直接の指示のもと内部監査室がその任に当たり、内部監査

を実施しております。業務執行の妥当性・効率性、リスクマネジメント体制の整備状況、コンプライアンスの

状況等を幅広く検証しております。監査結果は文書にされ、代表取締役社長に直接報告されております。

　さらに被監査部門に対し、監査結果に基づいた改善指導を行い、その後の改善状況を報告させることにより、

実効性の確保に努めております。

④ リーガルリスク

  リーガルリスクにつきましては、各種契約をはじめとした法務案件全般につき、重要性が高く法律に関する

専門的な判断が必要とされる場合、顧問弁護士によるリーガルレビューを適時受けられる体制を構築しており

ます。また、顧問弁護士によるリスクマネジメントおよびコンプライアンスに関する指導を受ける等、リーガ

ルリスクに対する体制を強化しております。

⑤ 監査法人

  当社は、中央青山監査法人と監査契約を締結し、法律に基づく会計監査を中間および期末決算において受け

ております。また、会計監査を通じて業務運用上の適時アドバイスを受けております。

⑥ その他の施策

　当社は、幅広く現場の意見を聴取し当該意見を埋もれさせることなくボトムアップによる意見交換を可能に

し、経営に反映させるため、取締役会の諮問機関として経営会議（取締役、監査役、執行役員、マネージャー

により構成）を組成し、原則として月１回開催しております。

　また、当社はステークホルダーへの適切な情報開示を重要な企業責任であると捉え、一般に公平妥当と認め

られた会計基準に準拠し、監査法人の意見等についても十分に検討したうえで、自発的なディスクロージャー

に重点を置いております。さらに発表後の開示情報についてはホームページに掲載する等、その即時性、透明

性、平等性に留意し、継続的な情報開示に努めております。

(8)関連当事者との関係に関する基本方針 

　当社は、一定の利害関係を有すると認められる者と取引を行う場合、経営会議等において取引の必然性および取引

条件の妥当性の検討を行い、取締役会に諮るか否かを含めた充分な審議を行ったうえで、取締役会に上程しております。
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３．経営成績
(1）当連結会計期間の概況

①　当連結会計期間の業績について

　当期におけるわが国経済は、原油価格の急激な上昇等を起因とする原材料価格の上昇がありましたものの、企業

収益の回復により設備投資の増加等を背景に景気は緩やかに回復してまいりました。また、世界経済につきまして

も、米国、中国等を主体として景気は順調に拡大してまいりました。

　当社を取り巻くガーデニング業界におきましては、冬の長期化により春の需要期の遅れや秋の需要期の短縮化に

より、厳しい経営環境にありました。

　このような環境下、当社は、需要期に備え販売体制の強化と商品開発に積極的に取り組みました。具体的には次

のとおりであります。

　プロユース部門では、「庭をリビングにしよう」をテーマにリビングガーデンを強化するための商品を提案する

総合カタログ「ＰＲＯＥＸ」(プロエクス)を発刊いたしました。また、より天然の形状にこだわった人工竹「こだ

わりエコ竹」や天然素材の表情を再現した人工木「エバーアートウッド」、環境に優しいＬＥＤ（発光ダイオード）

ライティングなど新商品の投入によりプロユーザーから一般ユーザーに幅広く提案、販売活動の強化に努めました。

　また、庭のリフォームをテーマとした大規模な自社展示会「タカショーリフォームガーデンフェア」の開催や個

人消費者と施工業者を結びつける販売ネットワーク「タカショーリフォームガーデンクラブ」を発足し、市場への

啓発活動にも力を注ぎました。

　ホームユース部門では、春の立ち上がりが遅れたもののオーニング関連商品や緑化資材、農業資材、洋風100ボル

トライト、イルミネーションライトなど定番商品の販売活動の強化に努めました。また、有名デザイナーとの取組

みにより「人間讃歌」（にんげんさんか）ブランドを立上げ、高付加価値商品の提案による市場の活性化に力を注

ぎました。

　管理面におきましては、ＢＰＲ（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）によるローコスト経営を徹底し、

本社配送センターである中央ロジスティックセンターの増床により物流コストの改善に努め、また人事・会計新シ

ステムの導入により、さらなる生産性の向上に努力いたしました。

　商品分類別に見ますと、ガーデニングフェンスでは人工竹木フェンス関連において、価格訴求型商品であるユニッ

ト竹垣「ｅ-バンブー」シリーズが堅調に売上を伸ばすことができました。新商品では人工木フェンス「ｅ-モクプ

ラ」シリーズ、自然の趣をもつ人工竹「こだわりエコ竹」や人工木「エバーアートウッド」が市場ニーズに適合し、

売上拡大になりました。

　天然竹木フェンス関連におきましては、個人消費者の庭での暮らし方への関心が高まり、システムデッキやエア

コン室外機カバー等が売上を伸ばすことができました。庭園資材におきましては、木製ガーデンファニチャーなど

デザイン性を追求した商品群と屋外での日除け商品となるオーニング関連の商品群が堅調に売上を伸ばすことがで

きました。照明機器におきましては、庭のデコレーションとなり簡単施工のソーラーライト関連やイルミネーショ

ンライト関連の商品群が堅調に売上を伸ばすことができました。

　池・滝・噴水におきましては、デザイン性のある洋風デコレーションタイプの商品群が堅調に売上を伸ばすこと

ができました。

　以上の結果、当期は売上高11,112,455千円（前期比2.0％増）、営業利益528,303千円（前期比0.1％減）、経常利

益541,902千円（前期比8.7％増）、当期純利益305,469千円（前期比13.1％増）となりました。

②　キャッシュ・フロー分析

　当連結会計年度における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益の増加及び

たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出、関連会社への短期貸付金の増加、また短期借入金の借入によ

る収入が増加したことなどにより、1,035,149千円（前年同期比16.0％の減少）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の営業活動の結果増加した資金は152,959千円（前年同期比21.3％の減少）となりました。これは、

税金等調整前当期純利益が534,804千円（前年同期比15.2％の増加）と増益になり、また売上債権の回収を債権譲渡

により早期化したことにより、売上債権の減少額396,739千円（前年同期は361,401千円の増加）があったものの、

たな卸資産の増加405,747千円（前年同期は23,533千円の減少）、法人税等の支払額が281,680千円（前年同期比

94.5％の増加）となったこと等の影響によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は559,642千円（前年同期比151.6％の増加）となりました。

　これは、主に中央ロジスティックセンターの増築を含む有形固定資産の取得313,263千円（前年同期比234.3％の

増加）、原材料買い付けのための資金として関連会社等への短期貸付金による支出196,354千円（前年同期比

262.7％の増加）等があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の財務活動の結果得た資金は190,523千円（前年同期比487.5％の増加）となりました。これは、

主に短期借入による収入388,440千円（前年同期比94.2％の増加）によるものであります。

③　セグメント別の状況に関する分析

　当社の企業集団は、庭空間を構成する各種庭園資材の製造および販売という単一の事業を営んでおります。

　また、各事業に関連する物流およびその他のサービスも含めたトータル的なサービスを提供しており、事業のセ

グメントは単一と判断しております。

(2）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き厳しい経営環境で推移するものと予想されます。

　しかし当社を取り巻くガーデニング業界におきましては、庭空間の存在が暮らしの一部として認知され、また地球

環境との取り組みの一つとして存在価値が高まりつつある状況へと変化しております。

　当社といたしましても庭での暮らし方をテーマとしたデザイン性の高い高付加価値型のガーデンファニチャーや人

工木「エバーアートウッド」などフェンス関連商品群や世界的有名ブランドとの提携による商品群を充実させてまい

ります。

　また、地球環境との取り組みとして推進しております人と自然の共生を考えた「ビオガーデンシステム」やリサイ

クル木材「エバーエコウッド」などの商品群に加え、次世代照明として注目を集めるLED（発光ダイオード）ライティ

ングシステムを追加し、さらなる営業展開に強化を図ってまいります。

　価格競争に対する商品につきましては引続き、人工強化竹垣ユニット「ｅ－バンブー」、防腐処理をした天然木製

品フェンス「ｅ－ウッド」、人工洋風フェンス「ｅ－モクプラ」、壁面に取付ける人工石「ｅ－ストーン」など「ｅ

－シリーズ」を販売強化してまいります。

　また、ガーデニングを文化創造産業としてとらまえ、現代の庭空間に合う商品開発にも力を注いでまいります。

　以上のことから、平成19年１月期の連結業績は、売上高11,921百万円、経常利益559百万円、当期純利益320百万円

を見込んでおり、株主配当は、１株当たり８円（中間期－円、期末８円）を予定しております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年１月20日）
当連結会計年度

（平成18年１月20日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金および預金   1,232,749   1,035,149  △197,600

２　受取手形および売掛
金

  2,300,683   1,905,267  △395,416

３　たな卸資産   1,627,296   2,030,319  403,023

４　繰延税金資産   105,046   93,069  △11,977

５　その他   309,423   476,010  166,587

貸倒引当金   △2,572   △1,063  1,509

流動資産合計   5,572,626 74.4  5,538,753 72.9 △33,873

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物および構築物 ＊１ 1,883,551   2,060,193    

減価償却累計額  765,376 1,118,174  837,424 1,222,769  104,595

(2）機械装置および運
搬具

 192,341   231,118    

減価償却累計額  153,206 39,134  173,282 57,836  18,702

(3）工具器具備品  249,827   259,733    

減価償却累計額  215,329 34,497  221,272 38,460  3,963

(4）土地 ＊１  98,987   99,145  158

(5）建設仮勘定   114,099   45,806  △68,293

有形固定資産合計   1,404,893 18.7  1,464,018 19.3 59,125

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   11,236   11,931  695

(2）その他   21,294   21,294  －

無形固定資産合計   32,531 0.4  33,225 0.4 695
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前連結会計年度

（平成17年１月20日）
当連結会計年度

（平成18年１月20日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ＊３  42,169   59,907  17,738

(2）出資金 ＊３  29,153   26,951  △2,202

(3）投資その他の資産   358,895   428,666  69,771

(4）繰延税金資産   108,361   100,764  △7,597

貸倒引当金   △53,568   △51,451  2,117

投資その他の資産合
計

  485,011 6.5  564,837 7.4 79,826

固定資産合計   1,922,436 25.6  2,062,082 27.1 139,646

資産合計   7,495,063 100.0  7,600,835 100.0 105,772

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形および買掛
金

  1,348,232   1,250,726  △97,506

２　短期借入金   167,690   455,261  287,571

３　一年以内に返済予定
の長期借入金

＊１  923,224   962,195  38,971

４　未払金   344,058   323,387  △20,671

５　未払法人税等   170,219   101,100  △69,119

６　未払消費税等   42,505   4,732  △37,773

７　未払費用   40,722   44,999  4,277

８　賞与引当金   38,896   38,952  56

９　その他   300,840   127,889  △172,951

流動負債合計   3,376,390 45.1  3,309,244 43.5 △67,146

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ＊１  901,688   797,000  △104,688

２　退職給付引当金   68,738   42,001  △26,737

３　役員退職慰労引当金   167,109   172,912  5,803

固定負債合計   1,137,536 15.2  1,011,914 13.3 △125,622

負債合計   4,513,926 60.3  4,321,158 56.8 △192,768

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   18,220 0.2  22,934 0.3 4,714
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前連結会計年度

（平成17年１月20日）
当連結会計年度

（平成18年１月20日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ＊６  463,960 6.2  463,960 6.1 －

Ⅱ　資本剰余金   486,783 6.5  486,783 6.4 －

Ⅲ　利益剰余金   2,047,881 27.3  2,317,319 30.5 269,438

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  6,028 0.0  7,679 0.1 1,651

Ⅴ　為替換算調整勘定   △10,264 △0.1  12,497 0.2 22,761

Ⅵ　自己株式 ＊５  △31,474 △0.4  △31,499 △0.4 △25

資本合計   2,962,915 39.5  3,256,741 42.9 293,826

負債、少数株主持分
および資本合計

  7,495,063 100.0  7,600,835 100.0 105,772
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   10,895,211 100.0  11,112,455 100.0 217,244

Ⅱ　売上原価   6,191,632 56.8  6,120,516 55.1 △71,116

売上総利益   4,703,578 43.2  4,991,939 44.9 288,361

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１  4,174,579 38.3  4,463,636 40.2 289,057

営業利益   528,998 4.9  528,303 4.7 △695

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  1,002   1,617    

２　受取配当金  190   275    

３　持分法による投資利益  9,490   1,674    

４　手数料収入  2,864   3,097    

５　為替差益  －   22,294    

６　連結調整勘定償却額  5,970   －    

７　その他  11,074 30,592 0.3 42,538 71,496 0.7 40,904

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  50,064   45,571    

２　為替差損  3,986   －    

３　その他  6,983 61,034 0.6 12,326 57,897 0.5 △3,137

経常利益   498,555 4.6  541,902 4.9 43,347

Ⅵ　特別利益         

１　投資有価証券売却益  610   5,995    

２　貸倒引当金戻入益  14,681   2,939    

３　その他  772 16,064 0.2 － 8,935 0.1 △7,129

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ＊２ 1,985   10,514    

２　投資有価証券評価損 ＊３ 9,839   －    

３　投資有価証券売却損  377   5,518    

４　貸倒引当金繰入額 ＊３ 37,995   －    

５　その他  30 50,227 0.5 － 16,033 0.2 △34,194

税金等調整前当期純利
益

  464,392 4.3  534,804 4.8 70,412

法人税、住民税及び事
業税

 229,288   202,604    

法人税等調整額  △36,718 192,570 1.8 18,516 221,120 2.0 28,550

少数株主利益   1,743 0.0  8,214 0.1 6,471

当期純利益   270,078 2.5  305,469 2.7 35,391
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   486,783  486,783 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高   486,783  486,783 －

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,808,192  2,047,881 239,689

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１　当期純利益   270,078  305,469 35,391

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１　配当金   30,389  32,366 1,977

２　持分法適用会社の減少
に伴う剰余金減少高

  －  3,665 3,665

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,047,881  2,317,319 269,438
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前当期純利益  464,392 534,804 70,412

２　減価償却費  134,521 133,096 △1,425

３　連結調整勘定償却額  △5,970 － 5,970

４　貸倒引当金増減額（△減少額）  21,117 △3,626 △24,743

５　賞与引当金増加額  5,284 56 △5,228

６　退職給付引当金減少額  △7,827 △26,737 △18,910

７　役員退職慰労引当金増加額  3,943 5,803 1,860

８　受取利息および受取配当金  △1,193 △1,893 △700

９　支払利息  50,064 45,571 △4,493

10　持分法による投資利益  △9,490 △1,674 7,816

11　為替差損益  3,478 △1,892 △5,370

12　投資有価証券評価損  9,839 － △9,839

13　有形固定資産除却損  1,724 9,384 7,660

14　無形固定資産除却損  260 1,130 870

15　売上債権の増減額（△増加額）  △361,401 396,739 758,140

16　たな卸資産の増減額（△増加額）  23,533 △405,747 △429,280

17　その他資産の増加額  △34,714 △84,963 △50,249

18　仕入債務の増減額（△減少額）  52,338 △94,412 △146,750

19　その他負債の増減額（△減少額）  33,569 △924 △34,493

20　未払消費税等の増減額（△減少額）  5,174 △37,773 △42,947

21　その他  △202 10,569 10,771

小計  388,443 477,510 89,067

22　法人税等の支払額  △144,805 △281,680 △136,875

23　利息および配当金の受取額  1,193 1,893 700

24　利息の支払額  △50,592 △44,763 5,829

営業活動によるキャッシュ・フロー  194,238 152,959 △41,279
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前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有形固定資産の取得による支出  △93,708 △313,263 △219,555

２　無形固定資産の取得による支出  △4,723 △6,224 △1,501

３　投資有価証券の取得による支出  △9,945 △46,879 △36,934

４　投資有価証券の売却による収入  6,591 32,733 26,142

５　新規連結子会社の株式取得による収
入

 20,297 － △20,297

６　短期貸付金による支出  △54,132 △196,354 △142,222

７　短期貸付金回収による収入  11,772 42,760 30,988

８　長期貸付金による支出  △63,790 △14,700 49,090

９　長期貸付金回収による収入  4,984 9,294 4,310

10　差入保証金の差入による支出  △6,628 △7,219 △591

11　差入保証金の回収による収入  2,139 1,899 △240

12　その他  △35,282 △61,690 △26,408

投資活動によるキャッシュ・フロー  △222,425 △559,642 △337,217

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の借入収入  200,051 388,440 188,389

２　短期借入金の返済支出  △446,215 △100,000 346,215

３　長期借入金の借入収入  1,360,791 1,100,000 △260,791

４　長期借入金の返済支出  △1,053,628 △1,165,525 △111,897

５　少数株主からの払込による収入  6,000 － △6,000

６　自己株式の取得による支出  △4,180 △25 4,155

７　親会社による配当金の支払額  △30,389 △32,366 △1,977

財務活動によるキャッシュ・フロー  32,428 190,523 158,095

Ⅳ　現金および現金同等物に係る換算差額  △1,621 18,560 20,181

Ⅴ　現金および現金同等物の増加額（△減
少額）

 2,619 △197,600 △200,219

Ⅵ　現金および現金同等物期首残高  1,230,130 1,232,749 2,619

Ⅶ　現金および現金同等物期末残高  1,232,749 1,035,149 △197,600
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

１　連結の範囲に関する事項 すべての子会社（８社）を連結しておりま

す。

すべての子会社（９社）を連結しておりま

す。

（連結子会社名）

和歌山ガーデンクリエイト㈱

徳島ガーデンクリエイト㈱

奈良ガーデンクリエイト㈱

㈱青山ガーデン

天津高秀国際工貿有限公司

㈲タカショーヨーロッパ

㈱日本インテグレート

㈱タカショーデジテック

 

なお、当連結会計年度において、株式

の追加取得により、㈱日本インテグ

レートを持分法適用会社から連結子会

社としております。

また、㈱タカショーデジテックは新規

設立に伴い当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。

（連結子会社名）

和歌山ガーデンクリエイト㈱

徳島ガーデンクリエイト㈱

奈良ガーデンクリエイト㈱

㈱青山ガーデン

天津高秀国際工貿有限公司

㈲タカショーヨーロッパ

㈱日本インテグレート

㈱タカショーデジテック

佛山市南方高秀花園製品有限公司

また、佛山市南方高秀花園製品有限公

司は新規設立に伴い当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。

 

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数

２社

広東高秀花園製品有限公司

㈱グリーントランスポート

なお、当連結会計年度において、株式

の追加取得により、㈱日本インテグ

レートを持分法適用会社から連結子会

社としております。

(1）持分法を適用した関連会社数

　１社

広東高秀花園製品有限公司

 

なお、当連結会計年度において、株式

の売却により、㈱グリーントランス

ポートを持分法適用会社から除外して

おります。

(2）持分法を適用しない関連会社

㈱タカショーノースアメリカ、㈱ヤス

モク、上海高秀園芸建材有限公司及び

その他２社は、連結純損益および利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

(2）持分法を適用しない関連会社

㈱タカショーノースアメリカ、㈱ヤス

モク、上海高秀園芸建材有限公司及び

その他４社は、連結純損益および利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

(3）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については各社の

事業年度に係る財務諸表を使用してお

ります。

(3）　　　　　　同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、天津高秀国際工貿有限

公司及び㈲タカショーヨーロッパの決算日

は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

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。

連結子会社のうち、天津高秀国際工貿有限

公司、㈲タカショーヨーロッパ及び佛山市

南方高秀花園製品有限公司の決算日は12月

31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

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。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

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

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、全部資本直入法

により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）

１　有価証券

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

時価のないもの

同左

２　デリバティブ

時価法

２　デリバティブ

同左

３　たな卸資産

(1）商品・製品・仕掛品・原材料

主として移動平均法による原価法

３　たな卸資産

(1）商品・製品・仕掛品・原材料

同左

(2）貯蔵品

主として最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

１　有形固定資産

主として法人税法の規定に基づく定率

法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物付属設備は除く）につ

いては、法人税法の規定に基づく定額

法によっております。

１　有形固定資産

同左

２　無形固定資産

主として法人税法の規定に基づく定額

法によっております。

ただしソフトウエア（自社利用）につ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法。

２　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 １　貸倒引当金

親会社および国内連結子会社は、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

親会社および国内連結子会社は従業員

に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額の当期負担額を計上

しております。

２　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

３　退職給付引当金

親会社および国内連結子会社の従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

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以内の一定の

年数（３年）による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

３　退職給付引当金

同左

４　役員退職慰労引当金

親会社の役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

の100％を計上しております。

４　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。な

お、振当処理の要件を満たす為替予約

については、振当処理を行っておりま

す。また、ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップについては、特例処理を

行っております。

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。な

お、振当処理の要件を満たす為替予約

については、振当処理を行っておりま

す。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引およ

び金利スワップ取引）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引）

・ヘッジ対象

外貨建取引および資金調達に伴う金利

取引

・ヘッジ対象

外貨建取引

③　ヘッジ方針

内部規定に基づき、為替変動リスク、

金利変動リスクを軽減することを目的

としております。

③　ヘッジ方針

内部規定に基づき、為替変動リスクを

軽減することを目的としております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

④　ヘッジの有効性の評価

各取引毎に為替変動幅およびヘッジ手

段取引額とヘッジ対象取引額との比較

を行うことによりヘッジの有効性の評

価を６ヶ月毎に行っております。ただ

し特例処理によっている金利スワップ

については有効性の評価を省略してお

ります。

④　ヘッジの有効性の評価

各取引毎に為替変動幅およびヘッジ手

段取引額とヘッジ対象取引額との比較

を行うことによりヘッジの有効性の評

価を６ヶ月毎に行っております。

(6）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

消費税等の会計処理は、税抜き方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産および

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　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は発生した年度以降５年間で

均等償却しております。

ただし、金額が僅少の場合は発生した期の

損益として処理しております。

同左

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８　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、

随時引出可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。

同左
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年１月20日）

当連結会計年度
（平成18年１月20日）

＊１　担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次の通りであります。

＊１　担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次の通りであります。

建物 471,776千円

構築物 14,264

土地 17,110

建物 450,397千円

構築物 11,489

土地 17,110

担保付債務は次の通りであります。 担保付債務は次の通りであります。

一年以内返済予定の長期借入金 43,116千円

長期借入金 176,211

一年以内返済予定の長期借入金 121,351千円

長期借入金 54,860

　２　偶発債務 　２　偶発債務

銀行借入に対する債務保証  

株式会社グリーントランスポー

ト
40,000千円

債権流動化に伴う買戻義務 24,703千円

銀行借入に対する債務保証  

株式会社グリーントランスポー

ト
28,000千円

債権流動化に伴う買戻義務 57,054千円

＊３　関連会社に係る注記

関連会社に対するものは、次のとおりであります。

＊３　関連会社に係る注記

関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 21,665千円

出資金 29,153

投資有価証券（株式） 11,000千円

出資金 26,936

　４　受取手形割引高 208,522千円 　４　受取手形割引高 201,378千円

＊５　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は以下の通りであります。

＊５　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は以下の通りであります。

普通株式 188,244株 普通株式 188,304株

＊６　発行済株式総数 ＊６　発行済株式総数

普通株式 8,279,814株 普通株式 8,279,814株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

＊１　販売費および一般管理費のうち、主要な科目および

金額は次のとおりであります。

＊１　販売費および一般管理費のうち、主要な科目および

金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 146,912千円

販売促進費 116,837

発送配達費 881,934

容器包装費 103,646

役員報酬 102,681

給与手当および賞与 1,132,130

賞与引当金繰入額 33,513

法定福利費 163,755

支払手数料 414,634

旅費交通費 146,259

賃借料 390,245

減価償却費 97,561

退職給付費用 33,496

広告宣伝費 149,838千円

販売促進費 164,414

発送配達費 844,584

容器包装費 95,831

役員報酬 105,118

給与手当および賞与 1,244,729

賞与引当金繰入額 33,689

法定福利費 181,184

支払手数料 470,152

旅費交通費 152,768

賃借料 438,862

減価償却費 97,870

退職給付費用 36,973

＊２　固定資産除却損の主なものは、工具器具備品の除却

によるものです。

＊２　固定資産除却損の主なものは、構築物および工具器

具備品の除却によるものです。

工具器具備品 1,175千円 建物 2,760千円

構築物 3,244

工具器具備品 1,911

ソフトウェア 1,130

＊３　関係会社に係るものであります。 ＊３　　　　　　　　　──────
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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16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

１　現金およ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17年１月20日）

１　現金およ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18年１月20日）

現金および預金勘定 1,232,749千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 －

現金および現金同等物 1,232,749

現金および預金勘定 1,035,149千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 －

現金および現金同等物 1,035,149

２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得

するための収入（純額）との関係は次のとおりであり

ます。

２　　　　　　　　　──────

㈱日本インテグレート（平成16年１月21日現在）

流動資産 54,907千円

固定資産 4,689

流動負債 △23,871

固定負債 △800

連結調整勘定 △5,970

少数株主持分 △10,477

過年度取得額 △3,000

持分法による投資評価額 △7,477

当連結会計年度の取得価額 8,000

現金及び現金同等物 △28,297

差引　取得に伴う収入 20,297
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１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

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

および期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額

 
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）

機械装置およ
び運搬具

99,684 70,003 29,680

工具器具備品 111,748 70,939 40,808

ソフトウェア 158,016 58,727 99,289

合計 369,449 199,671 169,778

 
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）

機械装置およ
び運搬具

122,548 64,729 57,818

工具器具備品 110,667 80,030 30,637

ソフトウェア 180,093 95,035 85,057

合計 413,309 239,795 173,513

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 77,773千円

１年超 97,819

計 175,592

１年内 68,519千円

１年超 110,363

計 178,882

③　当期支払リース料及び減価償却費相当額 ③　当期支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 71,875千円

減価償却費相当額 67,760

支払利息相当額 4,329

支払リース料 83,383千円

減価償却費相当額 77,225

支払利息相当額 4,976

④　減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年１月20日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成17年１月20日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

株式 4,723 15,757 11,034

小計 4,723 15,757 11,034

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

株式 5,665 4,747 △918

小計 5,665 4,747 △918

合計 10,389 20,504 10,115

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度（平成18年１月20日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

当連結会計年度
（平成18年１月20日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

株式 12,820 25,780 12,960

小計 12,820 25,780 12,960

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

株式 4,169 4,095 △74

小計 4,169 4,095 △74

合計 16,989 29,875 12,885

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
当連結会計年度

（平成18年１月20日）

その他有価証券  

非上場株式 8,600
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

(1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取

引及び金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取

引であります。

(2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動

によるリスク回避を目的とし、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

当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動による

リスク回避を目的とし、投機的な取引は行わない方針

であります。

(3）取引の利用目的

当社の為替予約取引は、通常の営業過程における輸入

取引の為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で

利用しております。

また、当社の金利スワップ取引は、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

当社の為替予約取引は、通常の営業過程における輸入

取引の為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で

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。

・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約取引及び金利スワップ取引

ヘッジ対象……外貨建仕入取引及び資金調達に伴う金

利取引

・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約取引

ヘッジ対象……外貨建仕入取引

・ヘッジ方針

為替相場の変動リスクを回避する目的で、外貨建仕入

計画額の範囲内で為替予約取引を行っております。

また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で、個

別債務毎に対応して金利スワップ取引を行っておりま

す。

・ヘッジ方針

為替相場の変動リスクを回避する目的で、外貨建仕入

計画額の範囲内で為替予約取引を行っております。

 

・ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の為替変動幅およびヘッジ手

段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによ

りヘッジの有効性の評価を行っております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略しております。

・ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の為替変動幅およびヘッジ手

段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによ

りヘッジの有効性の評価を行っております。

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有して

おります。

また、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリス

クを有しております。

なお、当社のデリバティブ取引の契約先は信用度の高

い金融機関に限っているため、相手先の契約不履行に

よる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

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有して

おります。

なお、当社のデリバティブ取引の契約先は信用度の高

い金融機関に限っているため、相手先の契約不履行に

よるリスクはほとんどないと認識しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

(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

および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁権限者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年１月20日）

　該当事項はありません。

　なお、為替予約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。

当連結会計年度（平成18年１月20日）

　該当事項はありません。

　なお、為替予約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。
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

１　採用している退職給付制度の概要

親会社および国内子会社２社（和歌山ガーデンクリエ

イト㈱、徳島ガーデンクリエイト㈱）は、確定給付型

の制度として適格退職年金制度を、他の国内子会社２

社（奈良ガーデンクリエイト㈱、㈱青山ガーデン）に

ついては、退職一時金制度を設けております。

親会社および国内子会社２社（和歌山ガーデンクリエ

イト㈱、徳島ガーデンクリエイト㈱）は、平成６年８

月31日より退職年金制度の50％について適格退職年金

を採用し、平成11年10月29日に同制度に全面移行いた

しました。

１　採用している退職給付制度の概要

親会社および国内子会社２社（和歌山ガーデンクリエ

イト㈱、徳島ガーデンクリエイト㈱）は、確定給付型

の制度として適格退職年金制度を、他の国内子会社２

社（奈良ガーデンクリエイト㈱、㈱青山ガーデン）に

ついては、退職一時金制度を設けております。

親会社および国内子会社２社（和歌山ガーデンクリエ

イト㈱、徳島ガーデンクリエイト㈱）は、平成６年８

月31日より退職年金制度の50％について適格退職年金

を採用し、平成11年10月29日に同制度に全面移行いた

しました。

２　退職給付債務に関する事項(平成17年１月20日現在) ２　退職給付債務に関する事項(平成18年１月20日現在)

①　退職給付債務 273,835千円

②　未認識数理計算上の差異 △15,019

③　年金資産 220,116

④　退職給付引当金 68,738

①　退職給付債務 269,176千円

②　未認識数理計算上の差異 △67,313

③　年金資産 294,487

④　退職給付引当金 42,001

（注）　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

（注）　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

（平成16年１月21日～平成17年１月20日）

３　退職給付費用に関する事項

（平成17年１月21日～平成18年１月20日）

①　勤務費用 36,198千円

②　利息費用 5,630

③　期待運用収益 △1,171

④　数理計算上の差異の費用処理額 △7,159

⑤　退職給付費用 33,496

①　勤務費用 39,860千円

②　利息費用 6,594

③　期待運用収益 △1,430

④　数理計算上の差異の費用処理額 △8,051

⑤　退職給付費用 36,973

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「①　勤務費用」に計上しております。

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「①　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.5％

③　期待運用収益率 0.65％

④　数理計算上の差異の処理年数 ３年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとしており

ます。）

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.5％

③　期待運用収益率 0.65％

④　数理計算上の差異の処理年数 ３年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとしており

ます。）
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年１月20日）

当連結会計年度
（平成18年１月20日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金否認 67,512千円

未実現利益 32,806千円

賞与引当金損金算入限度超過額 15,719千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 12,887千円

退職給付引当金否認 27,928千円

たな卸評価損否認 36,407千円

未払事業税否認 13,762千円

繰越欠損金 20,999千円

その他 10,005千円

繰延税金資産小計 238,029千円

評価性引当額 △20,535千円

繰延税金資産合計 217,494千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △4,086千円

繰延税金負債合計 △4,086千円

繰延税金資産の純額 213,408千円

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金否認 69,856千円

未実現利益 30,530千円

賞与引当金損金算入限度超過額 15,805千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 15,576千円

退職給付引当金否認 16,119千円

たな卸評価損否認 33,575千円

未払事業税否認 7,377千円

その他 10,802千円

繰延税金資産小計 199,644千円

評価性引当額 △605千円

繰延税金資産合計 199,039千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △5,205千円

繰延税金負債合計 △5,205千円

繰延税金資産の純額 193,833千円

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるた

め注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるた

め注記を省略しております。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年１月21日　至平成17年１月20日）および当連結会計年度（自平成17年１月21日　

至平成18年１月20日）

　当企業グループは、庭園資材の製造および販売を主たる事業としております。全セグメントの売上高の合計、

営業損益および全セグメントの資産の金額の合計に占める当該事業の割合がいずれも90％を超えているため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年１月21日　至平成17年１月20日）および当連結会計年度（自平成17年１月21日　

至平成18年１月20日）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年１月21日　至平成17年１月20日）および当連結会計年度（自平成17年１月21日　

至平成18年１月20日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年１月21日　至　平成17年１月20日）

(1）役員および個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金ま
たは出資
金

事業の内容
または職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引内容
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

役員 高岡伸夫 － －
当社

代表取締役

（被所有）

直接 35.4
－ － 土地の賃借 3,336 未払金 278

　（注）１　取引条件ないし取引条件の決定方針等については、不動産鑑定士の評価ならびに近隣の取引実情を参考にし

て同等の価格によっております。

２　取引金額の内、期末残高には消費税を含めており、取引金額等に消費税等は含まれておりません。

(2）子会社等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内容
議決権等の
所有割合

（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

関連

会社

広東高秀

花園製品

有限公司

中国

広東省

雲浮市

郁南縣

42,674
木製品製

造・販売
直接　49.0

兼任

１名

当社商

品の製

造

営業

取引

商品の

購入
295,139 支払手形 42,653

株式会社

グリーン

トランス

ポート

和歌山県

海南市
36,000 商品の配送 直接　32.0

兼任

１名

当社商

品の配

送

営業

取引

商品の

配送
850,997 未払金 102,238

　（注）１　広東高秀花園製品有限公司からの商品仕入れについては、市場販売価格から算出した仕入単価を両者協議の

うえ決定しております。

２　株式会社グリーントランスポートとの取引条件については、指示された価格に市場価格等を勘案して、両者

協議のうえ決定しております。

３　株式会社日本インテグレートは、平成16年２月に当社の連結子会社となったため、注記の対象に含めており

ません。

４　取引金額の内、期末残高には消費税を含めており、取引金額等に消費税等は含まれておりません。
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当連結会計年度（自　平成17年１月21日　至　平成18年１月20日）

(1）役員および個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金ま
たは出資
金

事業の内容
または職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引内容
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

役員 高岡伸夫 － －
当社

代表取締役

（被所有）

直接 35.4
－ － 土地の賃借 3,336 未払金 278

　（注）１　取引条件ないし取引条件の決定方針等については、不動産鑑定士の評価ならびに近隣の取引実情を参考にし

て同等の価格によっております。

２　取引金額の内、期末残高には消費税を含めており、取引金額等に消費税等は含まれておりません。

(2）子会社等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内容
議決権等の
所有割合

（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

関連

会社

広東高秀

花園製品

有限公司

中国

広東省

雲浮市

郁南縣

42,674
木製品製

造・販売
直接　49.0

兼任

１名

当社商

品の製

造

営業

取引

商品の

購入
144,691 支払手形 18,972

株式会社

グリーン

トランス

ポート

和歌山県

海南市
36,000 商品の配送 直接　12.8

兼任

２名

当社商

品の配

送

営業

取引

商品の

配送他
562,263 未払金 237,485

　（注）１　広東高秀花園製品有限公司からの商品仕入れについては、市場販売価格から算出した仕入単価を両者協議の

うえ決定しております。

２　株式会社グリーントランスポートとの取引条件については、指示された価格に市場価格等を勘案して、両者

協議のうえ決定しております。なお、期中の株式売却により、同社は関連会社ではなくなりました。開示し

ております取引金額は同社が関連当事者に該当した平成17年１月21日から平成17年７月20日までの期間のも

のであり、残高については同時点のものであります。

３　取引金額の内、期末残高には消費税を含めており、取引金額等に消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

１株当たり純資産額 366円17銭 402円49銭

１株当たり当期純利益 33円36銭 37円75銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がないた

め、記載しておりません。

当社は平成16年９月13日付けで株式１

株につき１：２株の株式分割を行って

おります。

なお、当該分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度におけ

る１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がないた

め、記載しておりません。

 １株当たり純資産額 336円25銭

１株当たり当期純利益 26円33銭

 

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 
前連結会計年度

（自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

当期純利益（千円） 270,078 305,469

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） 270,078 305,469

普通株式の期中平均株式数（株） 8,095,504 8,091,536

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．商品分類別販売実績表
 （単位：千円）

前連結会計期間
自　平成16年１月21日
至　平成17年１月20日

当連結会計期間
自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日

増減
（△印減）

金額 構成比 金額 構成比 金額

ガーデニング

フェンス

人工竹木フェンス関

連商品
3,779,787 34.7 3,535,936 31.8 △243,850

天然竹木フェンス関

連商品
1,623,282 14.9 1,507,717 13.6 △115,565

小計 5,403,069 49.6 5,043,653 45.4 △359,415

庭園資材

緑化資材 981,518 9.0 928,194 8.4 △53,323

ガーデンファニ

チャー
3,433,952 31.5 3,794,039 34.1 360,087

人工植物関連商品 165,062 1.5 156,944 1.4 △8,117

小計 4,580,533 42.0 4,879,179 43.9 298,646

照明機器 489,912 4.5 757,546 6.8 267,634

池・滝・噴水 202,868 1.9 206,876 1.9 4,007

その他 218,827 2.0 225,198 2.0 6,371

合計 10,895,211 100.0 11,112,455 100.0 217,244

　（注）１．販売数量の記載は、当社取扱商品が多岐にわたり記載が困難なため、省略しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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