
                         ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

平成 18年６月 19日 

各  位    
会 社 名 株式会社ビューティ花壇 

 （コード番号：3041 東証マザーズ） 
本社所在地 東京都港区赤坂二丁目３番４号 
代 表 者 代表取締役社長 小 田 敬 史 
問 合 せ 先 取締役管理部長 高 山 浩 司 
 TEL（03）3568-1077（代表） 

 
 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 
 当社は、本日、平成 18年６月 19日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。 
今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 
 なお、添付資料は平成 18年５月 18日に公表済みの資料です。 
 

 

以 上 
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平成18年６月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

                                  平成18年６月19日 
上場会社名 株式会社ビューティ花壇 （コード番号：3041 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.beauty-kadan.com）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 小田 敬史 ＴＥＬ： （03）3568－1077       
            責任者役職・氏名  取締役管理部長 高山 浩司 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成18年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年７月１日 ～ 平成18年３月31日） 
(1) 経営成績の進捗状況            (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。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円   ％   百万円 ％ 

18年６月期第３四半期 1,972 － 110 － 103 － 60 － 

17年６月期第３四半期 － － － － － － － － 

(参考)17年６月期 2,332  86  69  16  

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後   

１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭    円 銭 

18年６月期第３四半期 5,495 62 － － 

17年６月期第３四半期 － － － － 

(参考)17年６月期 1,512 64 － － 

(注)  ① 売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年
同四半期増減率を示しております。 

② 平成17年６月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項
目の前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

③ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、新株予約権残高はありますが、
当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。 
平成17年６月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。 

 
〔経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕 

当第３四半期における我が国の経済は、原油価格の高騰など不安要因があるものの、企業におけ

る収益改善を背景に設備投資、個人消費等が増加に転じ、景気は穏やかな回復基調のうちに推移い

たしました。 

葬祭業界におきましては、平成 17年度の死亡人口が前年比 104.7％の 107.7万人（厚生労働省

人口動態総覧の年次推移より）となり、平成15年度以降、死亡人口は100万人を超えており、今

後も葬儀件数は安定的に拡大すると予想されております。 

このような環境下のもと、生花祭壇事業については、故人に花を手向けるという意味で花は重要

な役割を担っていると考えており、ご葬家をはじめ参列者の皆様に綺麗な飾りだった、故人らしか

ったと満足いただける生花祭壇や供花のご提供を使命として努力を続けてまいりました。 

当第３四半期会計期間におきましては、新規出店展開を実施せず既存支社・営業所においての既

存取引先受注比率アップによる売上拡大および新規取引先の獲得強化を中心とした計画どおりに

受注が推移したことが寄与し、業績は好調に推移いたしました。この結果、当第３四半期会計期間

の売上高は1,972百万円となりました。 
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新規取引先獲得や受注比率の高い取引先の要望に迅速に対応するため、神奈川支社を平成 17年

11月に移転しました。このような状況において営業利益は 110百万円、経常利益は 103百万円と

なり、第３四半期純利益は60百万円となりました。 

なお、当第３四半期会計期間における事業部門別の業績は以下のとおりであります。 
当第３四半期会計期間 前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）  

金額 構成比 金額 構成比 

生花祭壇事業 
百万円 

1,439 
％ 

73.0 
百万円 

1,574 
％ 

67.5 

生花卸売事業 533 27.0 758 32.5 

合 計 1,972 100.0 2,332 100.0 

 
 

(2) 財政状態の変動状況           (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。 

 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６月期第３四半期  732 166 22.8 15,160 58 

17年６月期第３四半期 － － － － － 

(参考)17年６月期 904 114 12.6 10,364 96 

(注) ① 平成17年６月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目
の前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

 
(3) 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６月期第３四半期 27 24 △ 339 70 

17年６月期第３四半期 － － － － 

(参考)17年６月期 － － － － 

(注)   ① 平成17年６月期第３四半期については、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま
せんので、各項目の前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

② 平成17年６月期については、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、個別キャッシ
ュ・フロー計算書を作成しておりませんので、各項目のキャッシュ・フロー等の金額は記載を
しておりません。 

 

〔財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、70百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、主に売上債権の増加 80百万円、法人税等の支払額 45百万円等による

資金の減少がありましたが、税引前第３四半期純利益94百万円と減価償却費 18百万円、仕入債

務の増加42百万円等による資金の増加により、27百万円の収入となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、固定資産の取得による支出38百万円等がありますが、定期預金からの

払戻による収入64百万円等により、24百万円の収入となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、長期借入金の返済による支出290百万円、社債の償還による支出60百

万円等により、339百万円の支出となりました。 
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３．平成18年６月期の業績予想（平成17年７月１日 ～ 平成18年６月30日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭     円 銭 円 銭 

通     期 2,637 161 91 － － 2,250.00 2,250.00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  7,508円16銭 
 

〔業績予想に関する定性的情報等〕 
    当社の見通しにつきましては、第３四半期は概ね期初予想通りに推移しております。 
   生花祭壇事業につきましては、平成17年１月に開設した京都支社および関東地区の大幅な売上

増に加え、その他既存支社も安定的な売上を確保した結果、第３四半期までの業績は順調に推移

しております。 

生花卸売事業につきましては、生花祭壇事業用の仕入分を含めた生花仕入量は増加致しました

が、自社仕入分が中心となったため、平成17年12月時点では計画よりも売上減となっておりま

した。しかしながら、下半期に入り葬儀業界が繁忙期となり、菊を中心とした受注が増加し、計

画を大幅に上回る受注を得ることができました。この結果、第３四半期までの業績はほぼ計画ど

おりに推移しております。 

上記見通しは、本資料発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、さ

まざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
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〔添付資料〕 

４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   70,880   423,280  

２．売掛金   291,659   210,678  

３．たな卸資産   22,392   19,731  

４．繰延税金資産   7,746   2,477  

５．その他   27,707   19,833  

貸倒引当金   △  3,762   △ 2,854  

流動資産合計   416,625 56.9  673,147 74.5 

Ⅱ 固定資産        

１. 有形固定資産        

(1) 建物  40,912   34,327   

減価償却累計額  △  12,342 28,569  △ 10,258 24,069  

(2) 構築物  4,860   4,860   

減価償却累計額  △   4,550 309  △  4,523    336  

(3) 車輌運搬具  7,510   33,585   

減価償却累計額  △   5,291 2,219  △ 26,438 7,146  

(4) 工具器具備品  59,014   45,842   

  減価償却累計額  △  35,602 23,411  △ 31,590 14,252  

(5) 土地 ※１  19,400   19,400  

有形固定資産合計   73,910 10.1  65,205 7.2 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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当第３四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

２. 無形固定資産        

(1) ソフトウエア   76,983   16,745  

(2) その他   778   778  

無形固定資産合計   77,762 10.6  17,523 1.9 

        

３. 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   60,000   60,000  

(2) 差入保証金   47,604   50,653  

(3) 固定化債権 ※２  39,192   28,665  

(4) 繰延税金資産   7,669   1,623  

(5) その他   25,434   29,780  

貸倒引当金   △  15,921   △  22,589  

投資その他の資産合計   163,979 22.4  148,133 16.4 

固定資産合計   315,652 43.1  230,863 25.5 

資産合計   732,277 100.0  904,010 100.0 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当第３四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   62,594   20,707  

２．短期借入金   60,000   30,000  

３．一年以内返済予定長期借
入金 

※１  12,220   101,736  

４．一年以内償還予定社債   60,000   60,000  

５．未払金   51,759   45,499  

６．未払法人税等   29,534   29,565  

７. 賞与引当金   10,605   －  

８. その他 ※４  42,951   49,743  

 流動負債合計   329,664 45.0  337,251 37.3 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   180,000   240,000  

２．長期借入金 ※１  10,000   210,940  

３．長期未払金   45,846   1,804  

固定負債合計   235,846 32.2  452,744 50.1 

負債合計   565,511 77.2  789,996 87.4 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   80,000 10.9  80,000 8.8 

Ⅱ 利益剰余金        

１．利益準備金 770  

２．第３四半期（当期）未処
分利益 

85,996 
  

34,014 

 
 
             

 

 

利益剰余金合計 

 

 86,766 11.9  34,014 3.8 

資本合計   166,766 22.8  114,014 12.6 

負債・資本合計   732,277 100.0  904,010 100.0 

        

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,972,561 100.0  2,332,679 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,562,542 79.2  1,869,242 80.1 

売上総利益   410,018 20.8  463,436 19.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   299,507 15.2  377,124 16.2 

営業利益   110,510 5.6  86,311 3.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,954 0.1  6,034 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  10,090 0.5  22,766 1.0 

経常利益   103,374 5.2  69,579 3.0 

Ⅵ 特別利益   353 0.0  6,555 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※３  8,927 0.4  27,279 1.2 

    税引前第３四半期(当
期)純利益 

  94,800 4.8  48,855 2.1 

法人税、住民税及び事
業税 

 45,663   34,850   

  法人税等調整額  △  11,315 34,348 1.7 △   2,633 32,216 1.4 

    第３四半期(当期)純利
益 

  60,451 3.1  16,639 0.7 

前期繰越利益   25,544   17,375  

第３四半期(当期)未処
分利益 

  85,996   34,014  

        
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
   至 平成18年３月31日） 

区分 注記番号 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純利益  94,800 

減価償却費  18,392 

長期前払費用償却費  867 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  540 

賞与引当金の増減額（△は減少）       10,605 

受取利息及び受取配当金  △   1,584 

支払利息  5,306 

固定資産売却損益  2,744 

売上債権の増減額（△は増加）     △  80,980 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △   2,661 

その他資産の増減額（△は増加）  △   3,932    

その他投資の増減額（△は増加）  △  13,245 

仕入債務の増減額（△は減少）  42,255 

その他負債の増減額（△は減少）  460 

その他  3,247 

小計  76,815 

利息及び配当金の受取額  1,762 

利息の支払額  △   5,457 

法人税等の支払額  △  45,694 

営業活動によるキャッシュ・フロー  27,426 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記番号 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入  64,501 

貸付金の貸付による支出  △  8,300 

貸付金の回収による収入  1,250 

固定資産の取得による支出  △ 38,937 

固定資産の売却による収入  3,393 

差入保証金の差入による支出  △  8,506 

差入保証金の回収による収入  10,793 

投資活動によるキャッシュ・フロー  24,194 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記番号 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  410,000 

短期借入金の返済による支出  △ 380,000 

長期借入金の返済による支出  △ 290,456 

社債の償還による支出  △  60,000 

配当金の支払額   △  7,700 

その他  △  11,362 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 339,518 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △ 287,897 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  358,778 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期期末残高  70,880 
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(4) 注記事項等 
四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法に基づく原価法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期決算日の市場価格

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）を

採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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）を採用しておりま

す。 

     時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

   商品・原材料・貯蔵品 

最終仕入原価法 

仕掛品 

 個別法による原価法 

 

(2) たな卸資産 

   商品・原材料・貯蔵品 

同左 

仕掛品 

同左 

(1) 有形固定資産   

   定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）は、

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 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

（3）長期前払費用 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

３. 繰延資産の処理方法  社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

４．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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えて、賞与 

支給見込額の当第３四半期会計期間負

担額を計上しております。 

 

(2) 

 

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。 

同左 

６. 第３四半期キャッシュ・

フロー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

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。 

 

７. その他第３四半期財務諸

表（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

方法は、税抜き方式を採用しておりま

す。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 
 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
 （自 平成16年７月１日 

   至 平成17年６月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当四半期会計期間から、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。これによる損益に与える影響は

ありません。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

※１. 

 

※１.（担保資産） 

土地19,400千円は、長期借入金8,136千円の担保に供

しております。 

※２.（固定化債権） 

固定化債権は、財務諸表等規則第32条第１項第10号

にいう「破産債権、再生債権、更生債権その他これ

らに準ずる債権」であります。 

 

※２.（固定化債権） 

同左 

 

３.当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当第３四半期会計期間末における当座貸越に係

る借入未実行残高は次のとおりであります。 

   

      当座貸越極度額の総額   550,000千円  

     借入実行残高        60,000千円  

      差引額            490,000千円 

 

 

３.当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。これら契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額及び貸出コミット 

メントの総額         650,000千円   

  借入実行残高          292,500千円  

      差引額             357,500千円  

※４.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金 

額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に 

含めて表示しております。 

※４. 
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（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息          1,584千円 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息          1,697千円 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息          4,517千円 

   社債利息           788千円 

  借入手数料         1,860千円 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息          8,321千円 

社債利息           280千円 

 借入手数料         3,429千円 

  社債発行費         7,500千円 

※３.特別損失のうち主要なもの 

  固定資産処分損       3,098千円 

※３.特別損失のうち主要なもの 

   子会社株式評価損      12,180千円 

   固定資産処分損       8,799千円 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の第３四半期期末残高と第３四半期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３月31日現在) 

   （千円） 

現金及び預金          70,880 

計            70,880 

預入期間３か月超の定期預金     － 

現金及び現金同等物      70,880 

（注）前事業年度は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科目の金額は記載しておりません。 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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第３四半期期末残高

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

当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

第３四半
期期末残
高相当額 
（千円） 

車輌運搬具 13,328 3,093 10,235 

工具器具備品 3,000 1,250 1,750 

合計 16,328 4,343 11,985 

  

 

 
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） 

車輌運搬具 9,589 8,894 694 

工具器具備品 3,000 800 2,200 

合計 12,589 9,694 2,894 

  
(2)未経過リース料第３四半期期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 2,322千円

１年超 9,786千円

合計 12,109千円
  

 
１年内 1,462千円

１年超 1,728千円

合計 3,190千円
  

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 2,291千円

減価償却費相当額 1,646千円

支払利息相当額 626千円
  

 
支払リース料 2,982千円

減価償却費相当額 2,575千円

支払利息相当額 217千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  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。 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料                                         

１年内       2,296千円 

１年超       7,794千円 

合計        10,091千円 
 
 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

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 
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（有価証券関係） 

① 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末（平成18年３月31日） 

       該当事項はありません。     

前事業年度末（平成17年６月30日） 

       該当事項はありません。 

② 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末（平成18年３月31日） 

       該当事項はありません。     

前事業年度末（平成17年６月30日） 

       該当事項はありません。 

③ その他有価証券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末（平成18年３月31日） 

       該当事項はありません。     

前事業年度末（平成17年６月30日） 

    該当事項はありません。 

④ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び（第３四半期）貸借対照表計上額 

種類 
当第３四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

その他有価証券 

非上場社債 

 

     60,000   千円 

 

       60,000  千円 

   

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

       該当事項はありません。     

前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

        該当事項はありません。 

    

 

 



 
 

 17 

（持分法損益等） 

 当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 15,000 － 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 9,598 － 

持分法を適用した場合の投資損益の金額（千円） △ 1,113 － 

（注）前事業年度は連結財務諸表を作成しておりますので、持分法損益等の金額は記載しておりません。 

 

 （１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 15,160円58銭 

１株当たり第３四半期純利益金
額 

5,495円62銭 

  

 
１株当たり純資産額 10,364円96銭 

１株当たり当期純利益金額 1,512円64銭 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益

金額については、新株予約権残高がありますが、当社

株式は非上場であり、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注） １株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 60,451 16,639 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益 

（千円） 
60,451 16,639 

期中平均株式数（株） 11,000 11,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

商法第280条ﾉ20及び第280条ﾉ21

の規定に基づく新株予約権 

（1） 発行日 平成18年３月１日 

（2） 発行数 600個 

（新株予約権１個当りの目

的となる株式数１株） 

（3） 目的となる株式の種類 

当社普通株式 

（4） 発行価額 無償 

（5） 権利行使期間  

    平成19年９月28日から 

    平成22年９月28日まで 

（6） 権利行使価額 20,000円 

（7） 付与対象者  

当社従業員111名 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 （当社従業員に対するストックオプションの付与） 

平成17年９月27日開催の定時株主総会及び平成18

年２月 10日開催の取締役会の決議に基づき、平成

18年３月１日付で当社従業員に対して、商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約

権の付与(ストックオプション)をいたしておりま

す。 

その概要は以下のとおりであります。 

（1）発行日     平成18年３月１日 

（2）発行数     600個 

（新株予約権１個当りの目的となる株式数1株） 

（3）目的となる株式の種類 

当社普通株式 

（4）発行価額    無償 

（5）権利行使期間  平成19年９月28日から 

平成22年９月28日まで 

（6）権利行使価額  20,000円 

（7）付与対象者   当社従業員111名 
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