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１．平成18年７月中間期の連結業績（平成18年１月21日～平成18年７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７月中間期 6,946 5.1 448 △5.9 413 △12.2

17年７月中間期 6,607 4.5 476 △3.5 471 △1.5

18年１月期 11,112 528 541

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年７月中間期 213 △18.4 26 42 － －

17年７月中間期 261 △2.6 32 37 － －

18年１月期 305 37 75 － －

（注）①持分法投資損益 18年７月中間期 0百万円 17年７月中間期 7百万円 18年１月期 1百万円

②期中平均株式数（連結） 18年７月中間期 8,091,510株 17年７月中間期 8,091,554株 18年１月期 8,091,536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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間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 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

18年７月中間期 9,881 3,456 34.6 422 62

17年７月中間期 9,336 3,196 34.2 395 03

18年１月期 7,600 3,256 42.9 402 49

（注）期末発行済株式数（連結） 18年７月中間期 8,091,510株 17年７月中間期 8,091,550株 18年１月期 8,091,510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７月中間期 △52 △487 768 1,263

17年７月中間期 △208 △189 390 1,228

18年１月期 152 △559 190 1,035

(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 10社 持分法適用非連結子会社数 －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） 0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

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．企業集団の状況
　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、子会社10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・施工及び通信販売

ｅ．天津高秀国際工貿有限公司（子会社） 中国産品の仲介

ｆ．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

ｇ．有限会社タカショーヨーロッパ（子会社） 庭園資材の販売

ｈ．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

ｉ．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

ｊ．株式会社デジライト（子会社） ディスプレイサインの企画・設計・製造・販売・設置工事

ｋ．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

ｌ．上海高秀園芸建材有限公司（関連会社） 庭園資材の販売

ｍ．株式会社ヤスモク（関連会社） 木製庭園資材の製造

ｎ．その他５社（関連会社） 庭園資材の製造および販売

 　　（注）株式会社デジライトは平成18年6月27日に全株式を取得した100％子会社であります。
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【事業の系統図】

 製 造 
和歌山ガーデンクリエイト株式会社 
※１ 
徳島ガーデンクリエイト株式会社 
※１ 
奈良ガーデンクリエイト株式会社 
※１ 
株式会社タカショーデジテック 
※１ 
株式会社デジライト 
※１ 
 

製 造 

株式会社ヤスモク       ※３ 

中国産品の仲介 

天津高秀国際工貿有限公司   ※１ 

製 造 

広東高秀花園製品有限公司   ※２ 

佛山市南方高秀花園製品有限公司 

※１ 

庭園資材の販売 

上海高秀園芸建材有限公司   ※３ 

設計・施工・通信販売 

株式会社青山ガーデン    ※１ 

庭園資材の販売 
タカショーコリア有限会社 
※３ 
株式会社タカショーノースアメリカ  
※３ 
有限会社タカショーヨーロッパ 
※１ 

カタログ等印刷・製本 

株式会社日本インテグレート ※１ 

当      

社 

国
内
得
意
先 

（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 
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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努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

識しておりますが、現時点では投資単位の引下げについては、特段の必要性は感じておりません。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)目標とする経営指標

　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、グループ全体で経常利益率５％の早期達成を経営指標といたしま

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）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰、米国経済の減速不安、今後の公的負担の増加などの不　

　　安要因が払拭されないなか、企業収益の改善や堅調な設備投資の増加、さらには雇用情勢の改善から個人消費も底堅

く、景気は緩やかに回復を維持する状況となりました。

  当社を取り巻くガーデニング業界におきましては、昨年同様に冬の長期化により春の需要期の立ち上がりの遅れや梅雨

の長期化により厳しい状況となりました。

  このような環境下、当社グループにおきましては、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。

　プロユース部門では、「リビングガーデンの楽しみ方」をテーマに庭という空間を、アウトドアにあるもうひとつのリ

ビングと捉え、そこでゆっくりすごしてみようという考え方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。新商品として天然素材の表情を再現した人工木「エバーアートウッド」のカラーバリエーションと形状バ

リエーションを拡大し、様々な庭空間に対応できる体制を確立いたしました。さらに、環境に優しいＬＥＤ（発光ダイオー

ド）ライティングにおいて人に心地良さや癒しなどの快適感を与える「1/ｆ庭ゆらぎ」シリーズを投入することでプロユー

ザーから一般ユーザーまで幅広く提案、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」の会員社数を拡大し、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「庭にディズニーを」をテーマにディズニーキャラクターをデ

ザインした商品の発売、庭のスタイルに合わせたガーデンファニチャーやガーデンデコレーションライティングによる季

節毎の提案と定番商品の販売活動の強化に努めました。

　商品分類別に見ますと、一般住宅の洋風化が進む中でガーデニングフェンスにおいて人工竹木フェンス関連では、自然

の趣をもつ人工木「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、ウッドフェンス関連の商品群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、ディズニーキャラクター商品や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

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、夜の庭のデコレーションとなるデザイン性が良く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、自然との共生をテーマにするビオトープをベースとする「ビオガーデン」の市場拡大に

努めてまいりましたが、まだまだ日本のガーデニング市場では適合性が低いため売上は減少いたしました。

　以上の結果、当中間期は売上高6,946,978千円（前期比5.1％増）、営業利益448,901千円（前期比5.9％減）、経常利益

413,757千円（前期比12.2％減）、当期純利益213,800千円（前期比18.4％減）となりました。

(2）財政状態

  ①財政状態

　  当中間連結会計期間の総資産は9,881,952千円となり、前年同期比545,109千円の増加となりました。流動資産は7,

　400,460千円となり、前年同期比75,636千円の増加となりました。これは主に、関係会社に対する貸付金が前年同期比

　123,878千円増加したこと等によるものであります。

　　固定資産は、2,481,492千円と前年同期比469,474千円の増加となりました。有形固定資産については、研究開発部門

　の強化と情報の集約による生産性の向上を目的とした新社屋建設予定地の購入および生産量増加に伴う工場の増設を行

　ったこと等により、311,664千円増加しました。また無形固定資産においては、新規連結子会社である株式会社デジラ

　イトの株式取得による連結調整勘定の計上52,553千円等により、91,140千円増加しました。

　　投資その他の資産については、関係会社に対する貸付金が増加したこと等により、前年同期比66,670千円増加となり

　ました。

　　負債の合計は、6,425,847千円と前年同期比311,140千円の増加となりました。これは主に長期借入金が379,033千円

　増加したこと等によるものです。

　　純資産は、中間純利益を213,800千円計上したことにより、3,456,105千円となり、前年度の資本の部の金額3,196,

　452千円と少数株主持分の金額25,682千円の合計額3,222,134千円と比較して、233,971千円の増加となりました。
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　②キャッシュ・フロー分析

　　当中間連結会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前中間純利益が減少した

　ものの、売上債権の減少、その他流動資産の減少、その他流動負債の増加、法人税等の支払額の減少、有形固定資産の

　取得による支出、新規連結子会社の株式取得による支出、短期借入金の返済による支出、長期借入金による収入が増加

　したことなどにより、1,263,777千円（前年同期と比べ34,857千円の減少）となりました。

　　当中間連結会計期間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）

　　当中間連結会計期間の営業活動の結果減少した資金は52,826千円（前年同期と比べ155,744千円の増加）となりまし

　た。これは主に、売上債権の増加額1,471,263千円（前年同期と比べ102,017千円の減少）、その他流動資産の減少額

　171,116千円（前年同期と比べ142,794千円の増加）となったこと等の影響によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は487,426千円（前年同期と比べ297,867千円の増加）となりまし

　た。これは主に、土地購入および工場新設による有形固定資産の取得による支出353,198千円（前年同期と比べ168,838

　千円の増加）、新規連結子会社である株式会社デジライトの株式取得による支出113,954千円（前年同期と比べ113,954

　千円の増加）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）

　　当中間連結会計期間の財務活動の結果獲得した資金は768,986千円（前年同期と比べ378,531千円の増加）でありま

　す。これは主に、長期借入金による収入1,447,111千円（前年同期と比べ747,111千円の増加）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。

平成17年1月期 平成18年1月期 平成19年1月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 35.5 39.5 34.2 42.9 34.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
21.6 46.0 37.6 74.6 48.5

　（注）１．各指標は、以下の算式より算出しております。

　　　　　　自己資本比率：純資産／総資産

            　当中間連結会計期間においては、純資産合計から少数株主持分を控除した数値を自己資本比率の計算に

　　　　　　　用いております。

　　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

(3）下期の見通し

　下期の業績につきましては、日本経済の好調な企業収益を背景に継続して緩やかに拡大するものと考えられますが、原

油価格の高騰や米国経済の減速懸念、ゼロ金利政策の解除等、不安要素は解消されておらず、加えて、異業種間競争の激

化も継続するものと予想され、引き続き厳しい経営環境が推移するものと予想されます。

　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をテーマとした「リビングガーデン」の展開を強化してまいります。そのため、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フェンス関連商品群を充実させてまいります。また、夜の庭を演

出し、地球環境に優しい次世代照明として注目を集めているLED(発光ダイオード)ライティングシステムの開発にも注力し

てまいります。

　販売活動につきましては、ガーデニング市場の拡大を目的としてスタートした「タカショーリフォームガーデンクラブ」

の更なる拡大により、販売代理店を含む販売組織の強化を図ってまいります。また、海外における販売活動といたしまし

ては、市場と商品の開発を強化することで売上の拡大を図ってまいります。

　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．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金および預
金

  1,228,920   1,263,777  34,857  1,035,149  

２　受取手形およ
び売掛金

  3,870,679   3,440,681  △429,998  1,905,267  

３　たな卸資産   1,924,883   2,350,358  425,475  2,030,319  

４　繰延税金資産   116,862   76,520  △40,342  93,069  

５　その他   187,305   272,891  85,586  476,010  

貸倒引当金   △3,826   △3,769  57  △1,063  

流動資産合計   7,324,824 78.5  7,400,460 74.9 75,636  5,538,753 72.9

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物および
構築物

＊１
＊２

 1,252,426   1,361,984  109,558  1,222,769  

(2）機械装置お
よび運搬具

＊１  65,187   58,801  △6,386  57,836  

(3）工具器具備
品

＊１  37,328   40,234  2,906  38,460  

(4）土地 ＊２  99,145   304,445  205,300  99,145  

(5）建設仮勘定   －   287  287  45,806  

有形固定資産
合計

  1,454,088 15.6  1,765,752 17.8 311,664  1,464,018 19.3

２　無形固定資産            

(1）ソフトウェ
ア

  13,779   20,479  6,700  11,931  

(2）連結調整勘
定

  －   52,553  52,553  －  

(3）その他   21,294   53,180  31,886  21,294  

無形固定資産
合計

  35,073 0.4  126,213 1.3 91,140  33,225 0.4

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  40,260   44,199  3,939  49,475  

(2）繰延税金資
産

  106,646   96,534  △10,112  100,764  

(3）その他   428,714   516,013  87,299  466,048  

貸倒引当金   △52,765   △67,221  △14,456  △51,451  

投資その他の
資産合計

  522,856 5.5  589,526 6.0 66,670  564,837 7.4

固定資産合計   2,012,018 21.5  2,481,492 25.1 469,474  2,062,082 27.1

資産合計   9,336,843 100.0  9,881,952 100.0 545,109  7,600,835 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形およ
び買掛金

  2,249,707   2,203,569  △46,138  1,250,726  

２　短期借入金   481,322   491,091  9,769  455,261  

３　一年以内に返
済予定の長期
借入金

＊２  964,094   1,226,817  262,723  962,195  

４　未払金   731,291   583,418  △147,873  323,387  

５　未払費用   50,402   71,898  21,496  44,999  

６　未払法人税等   204,775   164,616  △40,159  101,100  

７　未払消費税等   11,253   23,443  12,190  4,732  

８　賞与引当金   43,666   43,832  166  38,952  

９　その他   185,583   85,502  △100,081  127,889  

流動負債合計   4,922,096 52.7  4,894,191 49.5 △27,905  3,309,244 43.5

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ＊２  966,094   1,345,127  379,033  797,000  

２　退職給付引当
金

  56,505   10,092  △46,413  42,001  

３　役員退職慰労
引当金

  170,011   176,436  6,425  172,912  

固定負債合計   1,192,610 12.8  1,531,656 15.5 339,046  1,011,914 13.3

負債合計   6,114,707 65.5  6,425,847 65.0 311,140  4,321,158 56.8

            

（少数株主持分）            

少数株主持分   25,682 0.3  － － －  22,934 0.3

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   463,960 5.0  － － －  463,960 6.1

Ⅱ　資本剰余金   486,783 5.2  － － －  486,783 6.4

Ⅲ　利益剰余金   2,273,818 24.3  － － －  2,317,319 30.5

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  5,701 0.0  － － －  7,679 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘
定

  △2,328 △0.0  － － －  12,497 0.2

Ⅵ　自己株式   △31,482 △0.3  － － －  △31,499 △0.4

資本合計   3,196,452 34.2  － － －  3,256,741 42.9

負債、少数株主
持分および資本
合計

  9,336,843 100.0  － － －  7,600,835 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 463,960 4.7 － － －

２　資本剰余金  － － 486,783 4.9 － － －

３　利益剰余金  － － 2,470,433 25.0 － － －

４　自己株式  － － △31,499 △0.3 － － －

株主資本合計  － － 3,389,678 34.3 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等     
 
 

   

１　その他有価証券
評価差額金

 － － 1,874 0.0 － － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 15,638 0.2 － － －

３　為替換算調整勘
定

 － － 12,479 0.1 － － －

評価・換算差額等
合計

 － － 29,991 0.3 － － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 36,434 0.4 － － －

純資産合計  － － 3,456,105 35.0 － － －

負債純資産合計  － － 9,881,952 100.0 － － －
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ＊１  6,607,166 100.0  6,946,978 100.0 339,812  11,112,455 100.0

Ⅱ　売上原価   3,653,797 55.3  3,950,472 56.9 296,675  6,120,516 55.1

売上総利益   2,953,369 44.7  2,996,506 43.1 43,137  4,991,939 44.9

Ⅲ　販売費および一
般管理費

＊２  2,476,443 37.5  2,547,604 36.7 71,161  4,463,636 40.2

営業利益   476,925 7.2  448,901 6.4 △28,024  528,303 4.7

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  685   1,373    1,617   

２　受取配当金  26   439    275   

３　手数料収入  2,064   －    3,097   

４　持分法による
投資利益

 7,068   550    1,674   

５　為替差益  2,023   －    22,294   

６　保険解約金収
入

 5,097   －    －   

７　その他  5,647 22,614 0.3 16,044 18,406 0.3 △4,208 42,538 71,496 0.7

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  26,811   26,925    45,571   

２　為替差損  －   24,655    －   

３　その他  1,277 28,089 0.4 1,969 53,550 0.8 25,461 12,326 57,897 0.5

経常利益   471,450 7.1  413,757 5.9 △57,693  541,902 4.9

Ⅵ　特別利益            

１　投資有価証券
売却益

 2,654   374    5,995   

２　貸倒引当金戻
入益

 －   －    2,939   

３　前期損益修正
益

 －   12,857    －   

４　その他  5 2,660 0.0 － 13,231 0.2 10,571 － 8,935 0.1

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産除却
損

 3,721   134    10,514   

２　投資有価証券
売却損

 5,509   43    5,518   

３　貸倒引当金繰
入額

 － 9,230 0.1 16,500 16,677 0.2 7,447 － 16,033 0.2

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  464,880 7.0  410,311 5.9 △54,569  534,804 4.8

法人税、住民
税および事業
税

 202,155   165,031    202,604   

法人税等調整
額

 △9,818 192,337 2.9 13,126 178,157 2.6 △14,180 18,516 221,121 2.0

少数株主利益   10,574 0.2  18,352 0.2 7,778  8,214 0.1

中間（当期）
純利益

  261,968 3.9  213,800 3.1 △48,168  305,469 2.7
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   486,783  486,783

Ⅱ　資本剰余金中間期末（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   2,047,881  2,047,881

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  261,968 261,968 305,469 305,469

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  32,366  32,366  

２　持分法適用会社の減少に
伴う剰余金の減少高

 3,665 36,031 3,665 36,031

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  2,273,818  2,317,319
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年１月21日　至平成18年７月20日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年１月20日　残高

（千円）
463,960 486,783 2,317,319 △31,499 3,236,563

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △60,686 － △60,686

中間純利益 － － 213,800 － 213,800

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 153,114 － 153,114

平成18年７月20日　残高

（千円）
463,960 486,783 2,470,433 △31,499 3,389,678

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年１月20日　残高

（千円）
7,679 － 12,497 20,177 22,934 3,279,676

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △60,686

中間純利益 － － － － － 213,800

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△5,805 15,638 △18 9,814 13,500 23,314

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△5,805 15,638 △18 9,814 13,500 176,428

平成18年７月20日　残高

（千円）
1,874 15,638 12,479 29,991 36,434 3,456,105

－ 13 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

１　税金等調整前中間
（当期）純利益

 464,880 410,311 △54,569 534,804

２　減価償却費  67,058 66,103 △955 133,096

３　持分法による投資利
益

 △7,068 △550 6,518 △1,674

４　貸倒引当金増減額
（△：減少額）

 450 18,076 17,626 △3,626

５　賞与引当金増加額  4,770 4,880 110 56

６　退職給付引当金減少
額

 △12,233 △31,908 △19,675 △26,737

７　役員退職慰労引当金
増加額

 2,901 3,523 622 5,803

８　受取利息および受取
配当金

 △712 △1,812 △1,100 △1,893

９　為替差損益  △1,098 △1,490 △392 △1,892

10　支払利息  26,811 26,925 114 45,571

11　有形固定資産除却損  2,621 134 △2,487 9,384

12　無形固定資産除却損  1,100 － △1,100 1,130

13　売上債権の増減額
（△：増加額）

 △1,573,280 △1,471,263 102,017 396,739

14　たな卸資産の増加額  △309,606 △279,780 29,826 △405,747

15　その他流動資産の増
減額（△：増加額）

 28,322 171,116 142,794 △84,963

16　仕入債務の増減額
（△：減少額）

 863,844 916,682 52,838 △94,412

17　その他流動負債の増
減額（△：減少額）

 457,938 235,237 △222,701 △924

18　未払消費税等の増減
額（△：減少額）

 △31,251 15,291 46,542 △37,773

19　その他  4,726 △11,927 △16,653 10,569

小計  △9,824 69,547 79,371 477,510

20　法人税等の支払額  △173,426 △97,119 76,307 △281,680

21　利息および配当金の
受取額

 712 1,812 1,100 1,893

22　利息の支払額  △26,031 △27,067 △1,036 △44,763

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △208,570 △52,826 155,744 152,959

－ 14 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（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

 △184,360 △353,198 △168,838 △313,263

２　無形固定資産の取得
による支出

 △5,774 △10,721 △4,947 △6,224

３　投資有価証券の取得
による支出

 △16,954 △12,161 4,793 △46,879

４　投資有価証券の売却
による収入

 15,803 8,027 △7,776 32,733

５　新規連結子会社の株
式取得による支出

 － △113,954 △113,954 －

６　短期貸付金による支
出

 － △4,615 △4,615 △196,354

７　短期貸付金回収によ
る収入

 42,760 78,617 35,857 42,760

８　長期貸付金による支
出

 △1,700 △59,775 △58,075 △14,700

９　長期貸付金回収によ
る収入

 8,368 865 △7,503 9,294

10　その他投資に係る支
出

 △45,753 △19,336 26,417 △61,690

11　差入保証金の取得に
よる支出

 △2,671 △3,213 △542 △7,219

12　差入保証金の回収に
よる収入

 721 2,038 1,317 1,899

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △189,559 △487,426 △297,867 △559,642

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

１　短期借入れによる収
入

 346,998 296,250 △50,748 388,440

２　短期借入金の返済に
よる支出

 △29,530 △264,169 △234,639 △100,000

３　長期借入れによる収
入

 700,000 1,447,111 747,111 1,100,000

４　長期借入金の返済に
よる支出

 △594,638 △649,519 △54,881 △1,165,525

５　自己株式の取得によ
る支出

 △8 － 8 △25

６　親会社による配当金
の支払額

 △32,366 △60,686 △28,320 △32,366

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 390,455 768,986 378,531 190,523

－ 15 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅳ　現金および現金同等物
に係る換算差額

 3,844 △105 △3,949 18,560

Ⅴ　現金および現金同等物
の増減額

 △3,829 228,627 232,456 △197,600

Ⅵ　現金および現金同等物
の期首残高

 1,232,749 1,035,149 △197,600 1,232,749

Ⅶ　現金および現金同等物
中間期末（期末）残高

 1,228,920 1,263,777 34,857 1,035,149
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（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 連結子会社の数　９社

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

なお、㈱タカショーデジテックは

前連結会計年度に新規設立したこ

とに伴い、佛山市南方高秀花園製

品有限公司は当中間連結会計期間

に新規設立したことに伴い、当中

間連結会計期間より連結の範囲に

含めております。

連結子会社の数　10社

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

㈱デジライト

なお、㈱デジライトは当中間連結

会計期間に株式取得したことに伴

い、当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めております。

連結子会社の数　９社

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

なお、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１

社

広東高秀花園製品有限公司

なお、当中間連結会計期間にお

いて、㈱グリーントランスポー

トは保有株式売却に伴い関連会

社でなくなったため、持分法適

用会社から除外しております。

(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

 

(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

有限公司およびその他２社は、

中間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

有限公司およびその他４社は、

中間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

有限公司およびその他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　連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

連結子会社のうち天津高秀国際工貿

有限公司、佛山市南方高秀花園製品

有限公司および㈲タカショーヨー

ロッパの中間決算日は６月30日であ

ります。

中間連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の中間財務諸表を使用

し、中間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、佛山市南方高秀花園製品

有限公司および㈲タカショーヨー

ロッパの中間決算日は６月30日であ

ります。

中間連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の中間財務諸表を使用

し、中間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

パおよ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
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（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

および評価方法

１　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間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

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）

 時価のないもの

投資事業有限責任組合出資

金については、当該投資事

業有限責任組合の直近事業

年度における純資産を当社

持分割合で評価

その他については、移動平

均法による原価法

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

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

３　たな卸資産

(1）商品・製品・仕掛品・原材料

同左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

(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

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

ただし、ソフトウェア（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

２　無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

(3）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

１　貸倒引当金

同左

 ２　賞与引当金

親会社および国内子会社は、従

業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

２　賞与引当金

同左

２　賞与引当金

親会社および国内子会社は従業

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。

 ３　退職給付引当金

親会社および国内子会社の従業

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

付債務および年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間

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。

数理計算上の差異については、

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より費

用処理することとしております。

３　退職給付引当金

同左

３　退職給付引当金

親会社および国内子会社の従業

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

付債務およ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。

数理計算上の差異については、

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より費

用処理することとしております。

 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

中間期末要支給額の100％を計

上しております。

４　役員退職慰労引当金

同左

４　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）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 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

(5）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。

①　ヘッジ会計の方法

同左

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

デリバティブ取引（為替予約取

引）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

 ・ヘッジ対象

外貨建取引

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

 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。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 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。

④　ヘッジの有効性の評価

同左

④　ヘッジの有効性の評価

同左

(6）その他中間連結財務諸

表（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

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金および現金同等

物）は、手許現金、随時引出可能な

預金および容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３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 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金および現金同等物）

は、手許現金、随時引出可能な預金

および容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３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。
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）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。  

   

――――――― （貸借対照表の純資産の部の開示に関する会計

基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,404,031千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

 

―――――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月20日）

前連結会計年度末
（平成18年１月20日）

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

1,186,509千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

1,294,250千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

1,231,979千円

＊２　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。

＊２　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。

＊２　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 460,707千円

構築物 12,626

土地 17,110

建物 440,056千円

構築物 10,456

土地 17,110

建物 450,397千円

構築物 11,489

土地 17,110

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定の

長期借入金
100,356千円

長期借入金 112,923

一年以内返済予定の

長期借入金
84,879千円

長期借入金 27,990

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

　３　偶発債務

銀行借入に対する保証債務

株式会社グリーントランスポート

34,000千円

　３　偶発債務

銀行借入に対する保証債務

株式会社グリーントランスポート

22,000千円

　３　偶発債務

銀行借入に対する保証債務

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

64,216千円

 

 

債権流動化に伴う買戻義務

57,054千円

　４　受取手形割引高　　　　     　－千円 　４　受取手形割引高　　 　　 842,078千円 　４　受取手形割引高　　　　  201,378千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

＊１　当社はガーデニングという事業の性質

上、上期に売上が集中するため、当社

グループの売上高には著しい季節変動

があります。

＊１　当社はガーデニングという事業の性質

上、上期に売上が集中するため、当社

グループの売上高には著しい季節変動

があります。

＊１　　　　　―――

＊２　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。

＊２　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。

＊２　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 95,541千円

販売促進費 108,283

発送配達費 503,328

容器包装費 56,783

役員報酬 52,456

給与手当および賞与 604,010

賞与引当金繰入額 37,929

法定福利費 87,949

役員退職慰労引当金

繰入額
2,901

支払手数料 328,515

旅費交通費 76,738

賃借料 216,552

減価償却費 50,176

退職給付費用 18,599

広告宣伝費 106,638千円

販売促進費 152,391

発送配達費 471,501

容器包装費 53,861

役員報酬 52,942

給与手当および賞与 669,857

賞与引当金繰入額 38,287

法定福利費 99,008

役員退職慰労引当金

繰入額
3,523

支払手数料 290,201

旅費交通費 79,472

賃借料 243,646

減価償却費 48,941

退職給付費用 7,553

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

役員退職慰労引当金

繰入額
5,803

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
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 8,279,814 － － 8,279,814

合計 8,279,814 － － 8,279,814

自己株式

普通株式 188,304 － － 188,304

合計 188,304 － － 188,304

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年4月15日

定時株主総会
普通株式 60,686 7.5 平成18年1月20日 平成18年4月17日

(2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

   該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

現金および現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

現金および現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

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７月20日） （平成18年７月20日） （平成18年１月20日）

現金および預金勘定 1,228,920千円

現金および現金同等物 1,228,920

現金および預金勘定 1,263,777千円

現金および現金同等物 1,263,777

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
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（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

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中間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および中間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置
および運
搬具

126,464 61,121 65,343

工具器具
備品

102,544 68,963 33,581

ソフト
ウェア

180,093 77,026 103,066

合計 409,102 207,111 201,991

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置
および運
搬具

134,292 71,025 63,266

工具器具
備品

81,957 60,472 21,484

ソフト
ウェア

180,093 113,045 67,048

合計 396,343 244,543 151,799

 
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　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 73,726千円

１年超 133,456

計 207,183

１年内 58,085千円

１年超 98,945

計 157,030

１年内 68,519千円

１年超 110,363

計 178,882

③　支払リース料および減価償却費相当額 ③　支払リース料および減価償却費相当額 ③　支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 41,274千円

減価償却費相当額 38,273

支払利息相当額 2,360

支払リース料 39,535千円

減価償却費相当額 37,302

支払利息相当額 2,069

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

・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

・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。

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。

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。

 （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。
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年７月20日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間連結会計期間
（平成17年７月20日）

取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額
（千円）

(1）株式 13,094 22,660 9,566

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 13,094 22,660 9,566

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 8,600

その他 4,000

当中間連結会計期間末（平成18年７月20日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

当中間連結会計期間
（平成18年７月20日）

取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額
（千円）

(1）株式 21,455 24,599 3,144

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 21,455 24,599 3,144

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 8,600

その他 －
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前連結会計年度末（平成18年１月20日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
（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）

(1）株式 16,989 29,875 12,885

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 16,989 29,875 12,885

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年７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。

当中間連結会計期間末（平成18年７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。

前連結会計年度末（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。

④　ストック・オプション等関係

当中間連結会計期間（自　平成18年１月21日　至　平成18年７月20日）

該当事項はありません。

 

－ 26 －



⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年１月21日　至　平成17年７月20日）および当中間連結会計期間（自　平成

18年１月21日　至　平成18年７月20日）ならびに前連結会計年度（自　平成17年１月21日　至　平成18年１月20

日）

　当社グループは、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、お

よび営業利益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

　前中間連結会計期間（自　平成17年１月21日　至　平成17年７月20日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「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。

　当中間連結会計期間（自　平成18年１月21日　至　平成18年７月20日）

　当中間連結会計期間において、全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が90％以下となっ

たため、当中間連結会計期間より所在地別セグメント情報を記載しております。

日本
（千円）

欧州
（千円）

その他の地
域
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,112,758 781,648 52,571 6,946,978 － 6,946,978

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
231,168 1,800 93,891 326,860 △326,860 －

計 6,343,927 783,448 146,463 7,273,839 △326,860 6,946,978

営業費用 5,991,649 691,894 150,957 6,834,501 △336,423 6,498,077

営業利益（又は営業損失） 352,278 91,553 △4,494 439,337 9,563 448,901

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

（１）欧州・・・・ドイツ

（２）その他・・・中国、米国、韓国

３．営業費用は全額各セグメントに配賦されております。

　前連結会計年度（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。

－ 27 －



ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年１月21日　至　平成17年７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。

　当中間連結会計期間（自　平成18年１月21日　至　平成18年７月20日）

　当中間連結会計期間において、海外売上高が連結売上高の10％以上となったため、当中間連結会計期間より海

外売上高を記載しております。

欧州 その他の地域 連結

Ⅰ　海外売上高（千円） 781,648 63,168 844,816

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 6,946,978

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
11.3 0.9 12.2

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

（１）欧州・・・・ドイツ、オーストリア

（２）その他・・・中国、米国、韓国

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（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 395円03銭

１株当たり中間純利益 32円37銭

１株当たり純資産額 422円62銭

１株当たり中間純利益 26円42銭

１株当たり純資産額 402円49銭

１株当たり当期純利益 37円75銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。

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

仮定した場合の前中間連結会計期間に

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。

 

 

 

１株当たり純資産額 365円30銭

１株当たり中間純利益 33円20銭

  

  

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日)

中間（当期）純利益（千円） 261,968 213,800 305,469

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
261,968 213,800 305,469

普通株式の期中平均株式数（株） 8,091,554 8,091,510 8,091,536

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日）

――――― ――――― ―――――
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５．商品分類別販売実績表
 （単位：千円）

前中間連結会計期間
自　平成17年１月21日
至　平成17年７月20日

当中間連結会計期間
自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日

前連結会計期間
自　平成17年１月21日
至　平成18年１月20日

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

ガーデニング

フェンス

人工竹木フェン

ス関連商品 
1,922,252 29.1 1,972,173 28.4 3,535,936 31.8

天然竹木フェン

ス関連商品 
894,874 13.5 892,548 12.8 1,507,717 13.6

小計 2,817,126 42.6 2,864,722 41.2 5,043,653 45.4

庭園資材 

緑化資材 499,841 7.6 483,711 7.0 928,194 8.4

ガーデンファニ

チャー 
2,698,450 40.8 3,032,330 43.6 3,794,039 34.1

人工植物関連商

品 
81,647 1.2 80,776 1.2 156,944 1.4

小計 3,279,940 49.6 3,596,818 51.8 4,879,179 43.9

照明機器 233,494 3.5 282,110 4.1 757,546 6.8

池・滝・噴水 128,649 2.0 104,445 1.5 206,876 1.9

その他 147,954 2.3 98,881 1.4 225,198 2.0

合計 6,607,166 100.0 6,946,978 100.0 11,112,455 100.0

　（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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