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(1)　連結経営成績の進捗状況

 

１ 社

（ＵＲＬ http://www.beauty-kadan.com 

持分法（新規） － 社 （除外）（除外） － 社

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：　有

 平成19年６月期第３四半期

連結（新規） １社

２.平成19年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成19年３月31日）

百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 

平成19年６月期  第３四半期財務・業績の概況（連結）
平成19年５月９日

株式会社　ビューティ花壇 （コード番号：3041 東証マザーズ）

④　会計監査人の関与

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

63128 -     

％ 

①　四半期連結財務諸表の作成基準

②　 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

：　中間連結財務諸表作成基準

：　無

問 合 せ 先

(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

　四半期連結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。

四半期（当期）
純 利 益

代表者役職　代表取締役社長　小田　敬史

責任者役職　取締役管理部長　高山　浩司

ＴＥＬ：（ 03 ）3568 － 1077

（参考）平成18年６月期

-      

-      

百万円 

2,378 -     

％ 

 平成18年６月期第３四半期 -     -      -     -      

-      

-     

-     -      -     

122 -     

潜在株式調整後1株当たり

四半期（当期）純利益

銭　 円　

（参考）平成18年６月期

-      

-          

１ 株 当 た り 四 半 期

（ 当 期 ） 純 利 益

円　

-      

 (注)

2,613      

-          

73     

-      

-      

 平成19年６月期第３四半期

-      

②当社は平成19年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。平成19年６月期第
３四半期の１株当たり四半期純利益金額は、期首に当該分割が行われたものとみなして計算しております。

-      

-          

：　有

①当第３四半期連結会計期間が連結初年度であるため、対前年同四半期増減率、前第３四半期連結会計期間
及び前連結会計年度につきましては、記載しておりません。

 平成18年６月期第３四半期

　当第３四半期連結会計期間の売上高におきましては、生花祭壇事業を中心に顧客ニーズに合ったサー
ビスの提供により業容拡大に努めた結果、順調に推移いたしました。

銭　

2,502      53     

〔連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等〕

-          

　生花祭壇事業におきましては、既存支社及び営業所での深耕戦略方針により既存得意先並びに新規取
引先での売上拡大を図ってまいりました。また、平成19年１月には関西地区での営業活動を一層促進す
ることを目的に大阪支社を開設いたしました。

　生花卸売事業におきましては、新システム稼動により効率的な仕入・販売が実施できるようになった
ため、積極的な営業活動による売上拡大を図ってまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は2,378百万円となり、利益面においては、業務拡大
による人件費、広告宣伝費等の諸経費が増加した結果、営業利益は128百万円、経常利益は122百万円と
なりました。
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(3)　連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 

　営業活動による資金は、税金等調整前第３四半期純利益122百万円を原資に、主に、仕入債務の増加23
百万円等による資金の増加要因がありましたが、法人税等の支払額60百万円等による資金の減少要因に
より、122百万円の収入となりました。

　投資活動による資金は、熊本支社の固定資産の取得による支出等234百万円や差入保証金の差入による
支出12百万円等により、249百万円の支出となりました。

 (注) ①当社は平成19年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。
②当第３四半期連結会計期間が連結初年度であるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度につ
きましては、記載しておりません。

〔連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等〕

321             
-               

-               

(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

 平成18年６月期第３四半期 -               

（参考）平成18年６月期 -               

-               -              

円 銭　

20,161 33     
- -     

 平成19年６月期第３四半期 1,270           542             38.7            
百万円 百万円 　 ％ 

(2)　連結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 純 資 産 自 己 資 本 比 率
１ 株 当 た り
純 資 産

129             
-               -               

-               -               （参考）平成18年６月期

売上高 経常利益

-               

当第３四半期連結会計期間が連結初年度であるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度につき
ましては、記載しておりません。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結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、321百万円と
なりました。

　財務活動による資金は、社債の発行による収入195百万円等がある一方、社債の償還による支出60百万
円等により、129百万円の収入となりました。

３.平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日　～　平成19年６月30日）

 (注)

現 金 及 び 現 金

同 等 物 期 末 残 高

百万円 百万円 

 平成19年６月期第３四半期
百万円 

122             
 平成18年６月期第３四半期

△249           

当期純利益

-               

百万円 

（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）

78         

　売上高につきましては、生花祭壇事業の関東を中心とした既存支社での受注増及び平成19年１月の大
阪支社新規出店により生花祭壇の受注件数は前年同期実績を上回り、ほぼ予定通り推移しております。

141        　ご参考（前回発表予想）

　通　　　期 3,163      

3,192      

149        

272        

②当社は、平成19年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しており、１株当たり予想当期
純利益（通期）は、株式分割後の株式数24,400株で算出しております。

　以上の点と、受注拡大の対応のために平成19年６月に予定している西東京支社移転に伴う費用や、ブ
ライダル業・小売事業を中心とした子会社設立にむけての調査費用等を見込んでおります。

　また、通常であれば売上及び利益の伸張が期待される第３四半期において、暖冬の影響により生花卸
売事業の受注が予想を割り込んだこと、またコスト削減を目的として下期に増加を計画していた菊類の
輸入について、品質が当社基準に満たないものも多く、仕入れ本数が伸び悩み予定を下回ったことによ
り利益が減少しております。また生花祭壇事業につきましても輸入切花の使用が予定通り推移せず、売
上総利益が予算に及びませんでした。

１株当たり予想当期純利益（通期） 3,196円 72銭 (参考)

 (注) ①上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の
業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

　経常利益の減少につきましては、来期以降に向けた既存及び新規事業展開のための人員増強による労
務費の増加、積極的な広報宣伝活動、関係会社運営に伴う諸費用の増加等によるものであります。

〔業績予想に関する定性的情報等〕
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(1)　四半期連結貸借対照表

注記
番号

　（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １.現金及び預金

 ２.受取手形及び売掛金

 ３.たな卸資産

 ４.繰延税金資産

 ５.その他

   貸倒引当金

 流動資産合計

Ⅱ 固定資産

 １.有形固定資産

（1) 建物及び構築物

   減価償却累計額

（2)　車輌運搬具

   減価償却累計額

（3)　工具器具備品

   減価償却累計額

（4)　土地

有形固定資産合計

 ２.無形固定資産

（1)　ソフトウエア

（2) その他

無形固定資産合計

 ３.投資その他の資産

（1) 投資有価証券

（2)　差入保証金

（3)　繰延税金資産

（4)　その他

貸倒引当金

  固定資産合計

 資産合計

　当第３四半期連結会計期間が連結初年度であるため、前第３四半期連結会計期間末及び前連結会計年
度末との対比は行っておりません。

2,973        

投資その他の資産
合計

100.01,270,384   

571,702     45.0

169,463     13.3

△8,162     

94,867       7.5

4,139        

90,728       

307,372     24.2

127,445     

△45,366  45,013       

90,380      

△6,162    4,028        

10,191      

△23,522  130,884     

154,406    

698,681     55.0

△4,393     

33,847       

25,365       

317,596     

321,250     

5,015        

構成比
（％）

当第３四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）

60,000       

４.四半期連結財務諸表等

区分 金額（千円）

59,043       

55,609       
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注記
番号

　（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １.支払手形及び買掛金

 ４.未払金

 ５.未払法人税等

 ６.賞与引当金

 ７.その他 ※２

  流動負債合計

Ⅱ 固定負債

 １.社債

 ２.長期未払金

 ３.その他

  固定負債合計

 負債合計

　（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １.資本金

 ２.資本剰余金

 ３.利益剰余金

Ⅱ 評価・換算差額等

 １.為替換算調整勘定

Ⅲ 少数株主持分

 負債・純資産合計

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

0.0

154,753     

区分 金額（千円）

12.2

構成比
（％）

83,931       

当第３四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）

10,000       

97,456       

100,000     

400,647     31.5

280,000     

327,507     25.8

16.4208,340     

57.3728,154     

　　社債

 ２.一年以内返済予定

 ３.一年以内償還予定

　　長期借入金

60,819       

33,782       

14,656       

2,586        

44,921       

 　 株主資本合計

503           

128,340     10.1

491,433     38.7

0.0

542,229     42.7

1,270,384   100.0

50,293       4.0

評価・換算差額等合計

 純資産合計

503           
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(2)　四半期連結損益計算書

（自

至 ）
注記
番号

Ⅰ 売上高

Ⅱ 売上原価

　売上総利益

Ⅲ 販売費及び一般
管理費

　営業利益

Ⅳ 営業外収益

１.受取利息

２.受取地代家賃

３.助成金収入

４.仕入割引

５.その他

Ⅴ 営業外費用

１.支払利息

２.社債発行費

３.株式公開費用

４.その他

　経常利益

Ⅵ 特別利益

１.貸倒引当金戻入益

Ⅶ 特別損失

１.固定資産処分損 ※２

　税金等調整前
  第３四半期純利益

　法人税、住民税
  及び事業税

  法人税等調整額

　少数株主損失

　第３四半期純利益

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1,613       

2,682       

1,200       

786          

2,246        0.12,246       

0.1

1,805       

2,285       2,285        

292          

2,149       

4,117       

5,000       

13,071       0.6

6,575        0.3

※１

当第３四半期連結会計期間

　当第３四半期連結会計期間が連結初年度であるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度
との対比は行っておりません。

2,378,954   100.0

63,775       2.7

58,057     

122,259     5.1

平 成 19 年 ３ 月 31 日
平 成 18 年 ７ 月 １ 日

百分比
（％）

1,690        0.1

2,118       60,175       2.5

区分 金額（千円）

5.4

1,849,296   77.7

22.3

16.9

529,658     

400,941     

122,220     5.1

128,717     
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(3)　四半期連結株主資本等変動計算書

至 平成19年３月31日）

平成18年６月30日残高

平成19年３月31日残高

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

合計
利益剰余金

503           

-              

63,775       

　当第３四半期連結会計期間が連結初年度であるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度に
つきましては、記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間

63,775       

128,340     125,138     

△34,160   

-              

資本金 資本剰余金

503           

503           50,293       

503           

△34,160   

491,433     503           50,293       

503           50,293       29,615       

542,229     

63,775       

80,411       

50,796       

△34,160   

-              461,818     

純資産合計
少数株主

持分
評価・換算

差額等
合計

評価・換算差額等

為替換算
調整勘定

（自 平成18年７月１日

461,818     208,340     

株主資本

株主資本

154,753     

29,615       

　剰余金の配当

　第３四半期純利益

株主資本以外の項目の第
３四半期連結会計期間中
の変動額（純額）

　(千円)　

　(千円)　
208,340     128,340     

第３四半期連結会計期間
中の変動額合計（千円）

-              -              

第３四半期連結会計期間
中の変動額
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(4)　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（自

至

注記
番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前第３四半期純利益

　減価償却費

　長期前払費用償却費

　貸倒引当金の増減額（△は減少）

　賞与引当金の増減額（△は減少）

　受取利息及び受取配当金

　支払利息

　社債発行費

　固定資産除売却損益（△は益）

　売上債権の増減額（△は増加）

　たな卸資産の増減額（△は増加）

　その他資産の増減額（△は増加）

　その他投資の増減額（△は増加）

　仕入債務の増減額（△は減少）

　その他負債の増減額（△は減少）

　その他

　　小計

　利息及び配当金の受取額

　利息の支払額

　法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　貸付金の貸付による支出

　貸付金の回収による収入

　固定資産の取得による支出

　差入保証金の差入による支出

　差入保証金の回収による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

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

　短期借入金の返済による支出

　長期借入金の返済による支出

　社債の発行による収入

　社債の償還による支出

　配当金の支払額

　その他

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ ※

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

　からの払込による収入
49,408                           

195,882                         

　連結子会社設立に伴う少数株主

△34,160                        

△60,000                        

13,378                           

当第３四半期連結会計期間

　当第３四半期連結会計期間が連結初年度であるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度
との対比は行っておりません。

現金及び現金同等物の第３四半期末残
高

321,250                         

3,032                            

315,826                         

△11,767                        

129,363                         

△249,796                      

△100,000                      

△10,000                        

1,251                            

100,000                         

△234,215                      

△60,624                        

122,823                         

△1,379                         

182,978                         

1,848                            

993                               

区分

2,149                            

29,119                           

761                               

△6,625                         

14,656                           

△1,613                         

122,259                         

△5,994                         

4,117                            

2,246                            

△54,995                        

金額（千円）

平成18年７月１日

平成19年３月31日）

5,423                            

△16,600                        

12,473                           

△12,705                        

32,856                           

23,650                           

6,019                            
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(5)　注記事項等

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１

連結子会社の数 １社

２

３

４

①有価証券

     その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの

②たな卸資産

     a  商品・原材料･貯蔵品

　最終仕入原価法

     b  仕掛品

　個別法による原価法

①有形固定資産
　当社は定率法を、また、在
外連結子会社は当該国の会計
基準の規定に基づく定額法を
採用しております。ただし、
当社は平成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。

連結子会社の名称

　美麗花壇股份有限公司

　美麗花壇股份有限公司は平成18
年10月に新たに設立したため、当
第３四半期連結会計期間より、連
結の範囲に含めております。

　移動平均法による原価法
を採用しております。

重要な資産の評価基準及び評価方
法

  第３四半期連結決算日の
市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算
定）を採用しております。

持分法を適用していない関連会社

　青島麗人花園芸有限公司は、
第３四半期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に
見合う額）等からみて、持分法
の対象から除いても第３四半期
連結財務諸表に及ぼす影響が軽
微であり、重要性が乏しいため
持分法の適用範囲から除外して
おります。

連結の範囲に関す
る事項

  すべての子会社を連結しておりま
す。

会計処理基準に関
する事項

（1）

（2）

(1)

持分法の適用に関
する事項

連結子会社の第３
四半期決算日等に
関する事項

　連結子会社の美麗花壇股份有限公
司の第３四半期決算日は12月31日で
あり、第３四半期連結決算日と異
なっております。
　第３四半期連結財務諸表の作成に
あたっては、第３四半期決算日現在
の財務諸表を使用しております。た
だし、第３四半期連結決算日までの
期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。

当第３四半期連結会計期間

持分法適用会社

　該当事項はありません。

（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年３月31日）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の
方法
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②無形固定資産

③長期前払費用

社債発行費

貸倒引当金

賞与引当金

消費税等の会計処理

５ 　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。

四半期連結キャッ
シュ・フロー計算
書における資金の
範囲

　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。

(7) その他第３四半期連結財務諸表作
成のための基本となる重要な事項

当第３四半期連結会計期間

　定額法によっております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

(4) 重要な引当金の計上基準

　当社は定額法を、また、在
外連結子会社は当該国の会計
基準の規定に基づく定額法を
採用しております。
　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。

　支出時に全額費用として処
理しております。

　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。

（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年３月31日）

(6) 重要なリース取引の処理方法

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。

  従業員の賞与の支給に備え
て、賞与支給見込額の当第３
四半期連結会計期間負担額を
計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算の基準

　外貨建債権の金銭債権債務は、
第３四半期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、第３四半期決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場によ
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。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

１．

※ ２． 消費税等の取扱い

（四半期連結損益計算書関係）

※ １．

※ ２． 固定資産処分損の内容は、次のと
おりであります。

千円

当第３四半期連結会計期間末

2,246 千円ソフトウエア

（自　平成18年７月１日

役員報酬 72,090 千円

販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 95,103

　  至　平成19年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

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。

550,000 千円

当座貸越極度額 550,000 千円

千円借入実行残高 -

（平成19年３月31日）

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。
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（自 至 ）

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

発行済株式

普通株式（注）

自己株式

普通株式

（注）

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項

（1） 配当金支払額

提出会社

（親会社）

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

普通株式
第１回ストッ
ク・オプション

新株予約権の内
訳

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

平成18年７月１日 平成19年３月31日　当第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計

期間末株式数（株）

前連結会計期間末

株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

12,200          -               

当第３四半期連結会計

期間減少株式数（株）

24,400          12,200          

-               -               -               -               

基準日

普通株式の発行済株式総数の増加12,200株は、平成19年１月１日付で普通株式１株につき２株
の割合で株式分割したことによる増加であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株）

前連結会計
期間末

当第３四半
期連結会計
期間増加

当第３四半
期連結会計
期間減少

当第３四半
期連結会計
期間末

当第３四半期連
結会計期間末残
高

（千円）

区分

決議 株式の種類

 平成18年９月28日
 定時株主総会

普通株式   34,160,000        2,800 平成18年６月30日 平成18年９月29日

-           

効力発生日
配当金の総額

-        -        -        -        

１株当たり配当額

（円） （円）
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※

現金及び預金 321,250   

 現金及び現金同
等物

321,250   

計 321,250   

預入期間３ヶ月
超の定期預金

-         

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19年３月31日現在)

(千円)

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日

　  至　平成19年３月31日）
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（リース取引）

１．

(1)

(2)

　１年内 千円

　１年超 千円

千円

(3)

千円

千円

千円

(4)

(5)

２．

　１年内 千円

　１年超 千円

千円

（減損損失について）

減価償却費相当額

支払利息相当額

リース資産に配分された減損損失はあり
ません。

未経過リース料

3,182     

8,398     

合計 11,580   

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

利息相当額の算定方法

オペレーティング・リース取引

7,073     

4,832     

3,585     

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。

支払リース料

工具器具
備品

3,000

合計 45,899

32,898   

7,211     

未経過リース料第３四半期期末残
高相当額

合計 40,109   

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日

7,634 38,264

5,784 37,114

1,850 1,150

（千円） （千円）

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

　  至　平成19年３月31日）

（千円）

未経過リース料第３四半期期末残
高相当額等

車輌運搬
具

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

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

第３四半
期期末残
高相当額

42,899
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（ ）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券
非上場社債

（自 至 ）

該当事項はありません。

（自 至 ）

当第３四半期連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。

60,000             

（ストック・オプション等関係）

　当第３四半期連結会計期間 平成18年７月１日 平成19年３月31日

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

平成18年７月１日 平成19年３月31日

平成19年３月31日

種類

　当第３四半期連結会計期間末

　当第３四半期連結会計期間

第３四半期連結

貸借対照表計上額（千円）
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 【事業の種類別セグメント情報】

（自 至 ）

売上高

(1)

(2)

営業費用

営業利益

１.事業区分の方法

２.各区分に属する主要な製品

(1) 生花祭壇事業　……　生花祭壇、供花

(2) 生花卸売事業　……　菊、胡蝶蘭などの生花

３.

 【所在地別セグメント情報】

（自 至 ）

 【海外売上高】

（自 至 ）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお
ります。

当第３四半期連結会計期間 平成18年７月１日 平成19年３月31日

（注）

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。

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

平成18年７月１日 平成19年３月31日当第３四半期連結会計期間

        234,135

計 1,837,718         1,131,233         2,968,951         

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上
高又は振替高

1,837,718         

-                     589,997            589,997            △589,997     

平成19年３月31日

生花祭壇事業 生花卸売事業 計

当第３四半期連結会計期間

（セグメント情報）

平成18年７月１日

541,235            2,378,954         -                  2,378,954        

-                    

（千円）

連結

（千円） （千円） （千円） （千円）

消去又は全社

△589,997     2,378,954        

1,503,412         1,045,909         2,549,322         △299,084     2,250,237        

128,717          

消去又は全社の項目
に含めた配賦不能営
業費用の金額

当第３四半期連結会
計期間

(千円）
主な内容

親会社本社の管理部門に
係る費用であります。

334,306            85,323             419,629            △290,912     
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（１株当たり情報）

（注）

)

-            

63,775       

　当社は平成19年１月１日付で株式１株
につき、２株の割合で分割を行っており
ますが、当第３四半期連結会計期間より
四半期連結財務諸表を作成しているた
め、当該株式分割が前期首に行われたと
仮定した場合の前第３四半期連結会計期
間の１株当たり情報は記載しておりませ
ん。

普通株式に帰属しない金額 （千円）

第３四半期純利益 （千円）

 2,502 円 53 銭 
潜在株式調整後１株
当たり第３四半期純
利益金額

１株当たり第３四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半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。

63,775       

  至 平成19年３月31日）

１株当たり第３四半期純利益金額

当第３四半期連結会計期間

（自 平成18年７月１日

当第３四半期連結会計期間

１株当たり純資産額 20,161 円 33 銭 

１株当たり第３四半
期純利益金額

 2,613 円 73 銭 

（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年３月31日）

期中平均株式数 （株）

普通株式に係る第３四半期純利益
（千円）

24,400       

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３四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式の概要

-            

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純
利益金額

（うち新株予約権）

第３四半期純利益調整額（千円） -            

普通株式増加数 （株） 1,084        

1,084(        
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（重要な後発事象）

（1）

（2）

①

②

③ 決算期

５月

④ 事業内容

⑤ 設立

⑥ 発行済株式総数

⑦ 株主構成及び所有割合

　  至　平成19年３月31日）

 （子会社の設立及び当該子会社に対す
る事業譲受け）

 　平成19年５月１日開催の取締役会にお
いて、当社100％出資の子会社を設立し、
熊本県でフラワービジネスを手がける生花
店の老舗（創業昭和44年）、株式会社クラ
ウンガーデネックスから、フラワーサービス
事業を譲受けることを決議いたしました。
　概略は次のとおりであります。

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日

子会社の概要

商号

株式会社クラウンガーデネックス

資本金

株式会社ビューティ花壇　100％

20,000千円

ブライダル・イベントにおけ
る生花サービス、生花卸、生
花小売業

平成19年５月１日

200株

子会社の設立及び事業譲受けの主
な理由
　株式会社クラウンガーデネック
スは、昭和44年の創業以来フラ
ワーサービス事業を展開しており
ます。
　また、当社は昭和49年の創業以
来、生花祭壇事業、生花卸売事業
を展開し、 近では、生花祭壇事
業で培った技術力を生かし、ブラ
イダル・イベントにおける生花に
よるディスプレイも行っておりま
す。
  そこで新たなシェア獲得ととも
にブライダルにおける生花サービ
スを強化し、更なる花文化向上に
貢献することを目指し、この度当
社は、当社100％出資の子会社を
設立し、株式会社クラウンガーデ
ネックスからフラワーサービス事
業を譲受けることを決議いたしま
した。当社といたしましては、ブ
ライダル装花のノウハウの取得及
び生花祭壇事業との技術交流、ま
たブライダル装花の商流の確保を
実現していきたいと考えておりま
す。
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（3）
① 対象事業

②

③ 企業結合の法的形式

④ 譲受け資産、負債及び主な内容

⑤ 譲受け価額

⑥

⑦
事業の譲受けにより引き継ぐ資
産の価額（概算22,000千円）と譲
受け価額34,500千円の差額をの
れんとし、企業結合に係る会計
基準等に準拠して償却を実施い
たします。

事業譲受けの概要

株式会社クラウンガーデネッ
クス（平成19年５月１日をも
ちまして株式会社クラウン
アーキテクトに商号変更して
おります。）のフラワーサー
ビス事業

対象事業の内容
ブライダル、イベント等にお
ける生花サービス及び生花小
売業

営業譲受け

事業譲受け日現在において譲
渡会社が所有する譲受け事業
に係る棚卸資産、固定資産等
事業継続に必要な資産（概算
22,000千円）を引き継ぎま
す。引き継ぐ負債はございま
せん。

平成19年５月

のれん計上額

（自　平成18年７月１日
当第３四半期連結会計期間

　  至　平成19年３月31日）

34,500千円

譲受けの時期
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）

(1)　経営成績の進捗状況

 

http://www.beauty-kadan.com （ＵＲＬ

①　四半期財務諸表の作成基準

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

問 合 せ 先

責任者役職　取締役管理部長　高山　浩司

平成19年６月期  第３四半期財務・業績の概況（個別）
平成19年５月９日

株式会社　ビューティ花壇 （コード番号：3041 東証マザーズ）

銭　百万円 百万円 　 ％ 円

131

④当社は平成19年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。平成19年６月期第
３四半期の１株当たり四半期（当期）純利益金額は、期首に当該分割が行われたものとみなして計算してお
ります。

２.平成19年６月期第３四半期財務･業績の概況（平成18年７月１日～平成19年３月31日）

19.1   

(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 ％ 

65 8.3    

ＴＥＬ：（ 03 ）3568 － 1077代表者役職　代表取締役社長　小田　敬史

百万円 ％ 

②　 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無

③　会計監査人の関与

　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。

四半期（当期）
純 利 益

（参考）平成18年６月期

1,972

2,668

百万円 

2,371 20.2   

％ 

 平成18年６月期第３四半期

 平成19年６月期第３四半期

％ 

-     110 -     103 -     60 -     

125 21.5   

98

潜在株式調整後1株当たり

四半期（当期）純利益

 平成19年６月期第３四半期

③平成18年６月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。

純 資 産

（参考）平成18年６月期

154170

(2)　財政状態の変動状況

 (注)

2,683      

8,946      

純 資 産

-          -      

②平成18年６月期第３四半期につきましては、四半期財務諸表の作成初年度であるため、対前年同四半期増
減率は記載しておりません。

自 己 資 本 比 率
１ 株 当 た り

総 資 産

50     

5,495      

03

62     

55     8,798      

１ 株 当 た り 四 半 期

（ 当 期 ） 純 利 益

円　 銭　 円　 銭　

2,568      88     

 平成18年６月期第３四半期 15,160 58     

20,21041.2             平成19年６月期第３四半期 1,196           

732             

493             

166             

 (注) 当社は平成19年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。

37,853（参考）平成18年６月期 982             461             

22.8            

47.0            

：　中間財務諸表作成基準

：　無

：　有

97     

01

(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。

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。

 平成18年６月期第３四半期
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(3)　キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 

※

　・現金配当

 (注)

1,725     -         1,725     -         -         

2,800     

-         -         -         - -         -

 平成19年６月期（予想） -         

１株当り配当金（円）

2,800     -         

第１四半期末 中間期末 第３四半期末

-         -         -         

100             

- - -

24              △339           70              

6               △149           315             

①平成19年６月期第３四半期につきましては、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しておりませ
ん。

 (参考)

３.平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日　～　平成19年６月30日）

 (注)

　通　　　期

１株当たり予想当期純利益（通期） 3,360円 65銭

現 金 及 び 現 金

同 等 物 期 末 残 高

百万円 百万円 

 平成18年６月期第３四半期

（参考）平成18年６月期

(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

 平成19年６月期第３四半期

百万円 

-

27              

百万円 

②当社は平成19年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。１株当たりの予想
配当金につきましては、株式分割後の数値であります。

売上高 経常利益 当期純利益

3,130      157        82         

3,147      　ご参考（前回発表予想）

４．配当状況

270        140        

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は
今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

①平成18年６月期の期末配当2,800円には、記念配当400円を含んでおります。

 平成18年６月期　　　

 平成19年６月期（実績）

期末 その他 年間
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(1)　四半期貸借対照表

注記
番号

　（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １.現金及び預金

 ２.売掛金

 ３.たな卸資産

 ４.繰延税金資産

 ５.その他

   貸倒引当金

 流動資産合計

Ⅱ 固定資産

 １.有形固定資産

（1) 建物

   減価償却累計額

（2)　構築物

   減価償却累計額

（3)　車輌運搬具

   減価償却累計額

（4)　工具器具備品

   減価償却累計額

（5)　土地

（6)　建設仮勘定

有形固定資産合計

 ２.無形固定資産

（1)　ソフトウエア

（2) その他

無形固定資産合計

 ３.投資その他の資産

（1) 投資有価証券

（2)　関係会社株式

（3)　差入保証金

（4)　固定化債権 ※１

（5)　繰延税金資産

（6)　その他

貸倒引当金

  固定資産合計

 資産合計 732,277     

投資その他の資産
合計

100.0982,322     100.01,196,220   100.0

17.4

315,652     43.1 35.6601,971     50.3 350,018     

219,484     18.3 171,152     163,979     22.4

△15,921   △8,162     △15,927   

77,762      10.6 94,608       7.9 86,327      8.8

4,139        778           778           

76,983      90,469       85,549      

9.4287,878     24.1 92,538      73,910      10.1

-              -              700           

127,445     35,545      19,400      

△35,602   23,411      △45,108   30,098       △37,961   24,106      

62,068      59,014      75,207      

△5,291     2,219        △6,107     1,403        △5,576     1,933        

7,510        7,510        7,510        

△4,550     309           △4,580     279           △4,559     300           

29,952      

4,860        4,860        4,860        

△18,899   128,651     △13,759   

40,912      147,551     43,712      

56.9 594,249     49.7 632,304     64.4

△4,393     

35,428       20,470      

5,409        

△3,253     

7,746        

27,707      

262,466     

25,365       31,384      

315,826     

291,659     309,399     

70,880      223,433     

5,015        

構成比
（％） 金額（千円）

構成比
（％）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成19年３月31日）

60,000      

△3,762     

△12,342   

66,481       -              

416,625     

28,569      

22,392      

前第３四半期会計期間末

60,000       

（平成18年３月31日）

60,000      

15,000      

47,604      54,149       47,011      

５.四半期財務諸表等

39,192      36,809       50,390      

4,697        7,669        2,973        

9,980        

区分 金額（千円） 金額（千円）
構成比
（％）

25,434      7,234        
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注記
番号

　（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １.買掛金

 ２.短期借入金

 ５.未払金

 ６.未払法人税等

 ７.賞与引当金

 ８.その他 ※３

  流動負債合計

Ⅱ 固定負債

 １.社債

 ２.長期借入金

 ３.長期未払金

 ４.その他

  固定負債合計

 負債合計

　（資本の部）

Ⅰ 資本金

Ⅱ 利益剰余金

 １.利益準備金

 負債・資本合計

　（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １.資本金

 ２.資本剰余金

（1) 資本準備金

 ３.利益剰余金

（1) 利益準備金

（2)

 負債・純資産合計

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

329,664     

区分 金額（千円） 金額（千円）
構成比
（％）

-              - 732,277     100.0

前第３四半期会計期間末

（平成18年３月31日）

51,759      

構成比
（％） 金額（千円）

構成比
（％）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成19年３月31日）

62,594      81,345       60,238      

60,000      -              -              

10,000       

81,195       60,029      

28.445.0 375,589     31.4 278,584     

180,000     180,000     280,000     

24.6

-              

- 

-              

-              

- 

- 

327,507     235,846     32.2 27.4 241,918     

80,000      10.9 -              - -              - 

770           -              -              

-              - 

22.8

-              - 

565,511     53.0520,503     58.8703,096     77.2

　　社債

 ３.一年以内返済予定

 ４.一年以内償還予定

12,220      
　　長期借入金

10,000      

60,000      100,000     60,000      

39,341      

-              

42,951      54,609       48,975      

29,534      

10,605      

33,782       

14,656       

10,000      

51,918      

-              2,586        -              

10,000      

45,846      

-              

44,921       

　  未処分利益
85,996      -              -              

11.9 - 

-              

 ２.第３四半期

  利益剰余金合計

 資本合計

86,766      

166,766     

461,818     47.0

 　 資本剰余金合計

21.2208,340     17.4 208,340     

-              - 493,124     

- 

461,818     47.0

125,138     12.7

128,340     13.1

41.2

- 

128,340     10.7

128,340     

13.1

100.0982,322     

493,124     41.2

1,196,220   100.0

156,444     

その他利益剰余金

124,368     

-              

-              

-              

-              

繰越利益剰余金

-              

 　 利益剰余金合計

 純資産合計 -              

  株主資本合計

- 

-              - 

128,340     

770           

155,674     

770           
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(2)　四半期損益計算書

（自 （自 （自

至 ） 至 ） 至 ）
注記
番号

Ⅰ 売上高

Ⅱ 売上原価

　売上総利益

Ⅲ 販売費及び一般
管理費

　営業利益

Ⅳ 営業外収益 ※１

Ⅴ 営業外費用 ※２

　経常利益

Ⅵ 特別利益

Ⅶ 特別損失 ※３

　税引前第３四半期
 （当期）純利益

　法人税、住民税
  及び事業税

  法人税等調整額

　第３四半期（当
　期）純利益

　前期繰越利益

　第３四半期
　未処分利益

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

-              

-              

△6,006     45,446      1.7

98,823      3.7

51,453      

10,838      0.4

144,270     5.4

5.8

353           0.0

154,755     

100.0

6.4

0.2

0.8

78.2

21.8

15.4

2,371,277   100.0 2,668,181  

170,666     

4,766        

582,266     

411,600     

2,085,914  

20,677      

-              

58,057      

金額（千円）
百分比
（％）

前事業年度の要約損益計算書

平 成 19 年 ３ 月 31 日
平 成 17 年 ７ 月 1 日

当第３四半期会計期間
平 成 18 年 ７ 月 1 日

百分比
（％）

平 成 18 年 ６ 月 30 日

-              

2,118        60,175       2.5

65,465       2.8

100.01,972,561  

前第３四半期会計期間
平 成 17 年 ７ 月 1 日
平成18年３月31日

125,641     5.3

区分 金額（千円） 金額（千円）
百分比
（％）

2,246        0.1

1,562,542  79.2

5.6

1,844,085   77.8

410,018     22.2

16.6

0.2

12,934       

125,602     

2,285        

0.5

5.3

0.1

110,510     

2,954        

10,090      

527,191     

395,196     

131,995     

6,541        

20.8

5.6

0.1

0.5

25,544      

34,348      

3.1

1.7△11,315   

15.2

4.8

5.2

0.0

0.48,927        

103,374     

353           

299,507     

94,800      

45,663      

60,451      

85,996      
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(3)　四半期株主資本等変動計算書

至 平成19年３月31日）

平成18年６月30日残高

（千円）

（千円）

平成19年３月31日残高

（千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

至 ）

平成17年６月30日残高

（千円）

（千円）

平成18年６月30日残高

（千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

合計

-              

利益準備金

128,340     128,340     

-              

資本剰余金 利益剰余金

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

770           155,674     

-              31,305       

△34,160   

124,368     

34,014       

利益準備金

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

98,823       

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本金
資本準備金

770           △770        

資本剰余金

125,138     

31,305       31,305       

65,465       

△34,160   

65,465       

△34,160   

65,465       

156,444     493,124     493,124     

65,465       

31,305       

98,823       98,823       

34,014       

△7,700     

△34,160   

114,014     114,014     

461,818     461,818     

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

合計

株主資本
合計

純資産合計

（自 平成18年７月１日当第３四半期会計期間

770           

合計

208,340     

第３四半期会計期間中の
変動額

　剰余金の配当

　第３四半期純利益

第３四半期会計期間中の
変動額合計

208,340     128,340     128,340     

-              

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金 利益剰余金

合計

80,000       -              -              -              

事業年度中の変動額

　利益準備金の積立 -              -              -              

　新株の発行 128,340     

　当期純利益 98,823       

事業年度中の変動額合計
128,340     128,340     128,340     770           90,353       91,123       347,803     347,803     

208,340     128,340     128,340     770           124,368     125,138     461,818     461,818     

前事業年度 （自 平成17年７月１日 平成18年６月30日

△7,700     △7,700     

128,340     128,340     

　剰余金の配当 △7,700     

256,680     256,680     
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(4)　四半期キャッシュ・フロー計算書
※

（自 （自
至 至

注記
番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前第３四半期（当期）純利益

　減価償却費

　長期前払費用償却費

　貸倒引当金の増減額（△は減少）

　賞与引当金の増減額（△は減少）

　受取利息及び受取配当金

　支払利息

　固定資産売却損益（△は益）

　売上債権の増減額（△は増加）

　たな卸資産の増減額（△は増加）

　その他資産の増減額（△は増加）

　その他投資の増減額（△は増加）

　仕入債務の増減額（△は減少）

　その他負債の増減額（△は減少）

　その他

　　小計

　利息及び配当金の受取額

　利息の支払額

　法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

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

　貸付金の貸付による支出

　貸付金の回収による収入

　固定資産の取得による支出

　固定資産の売却による収入

　差入保証金の差入による支出

　差入保証金の回収による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

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

　短期借入金の返済による支出

　長期借入金の返済による支出

　社債の償還による支出

　株主の発行による収入

　配当金の支払額

　その他

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ ※

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高

70,880                            315,826                         

△287,897                       △42,951                       

358,778                          358,778                         

△339,518                       

△15,970                       

△149,666                      

△11,362                        

-                                   256,680                         

△7,700                          △7,700                         

△60,000                        △60,000                       

24,194                            6,107                            

△380,000                       △440,000                      

△290,456                       △292,676                      

11,893                           

410,000                          410,000                         

64,501                            64,501                           

△8,506                          △8,963                         

10,793                            

△45,694                        

27,426                            

△38,937                        

△8,300                          

100,606                         

1,762                             

△5,457                          

460                                

3,247                             

76,815                            

△3,932                          

△13,245                        

42,255                            

27,118                           

1,103                            

38                                

△1,584                          

平成18年６月30日）

区分

2,744                             

△80,980                        

5,306                             

94,800                            

18,392                            

867                                

540                                

10,605                            

△51,787                       

前第３四半期会計期間

平成17年７月１日
平成18年３月31日）

金額（千円）

5,810                            

△2,661                          

144,270                         

前事業年度の要約キャッ
シュ･フロー計算書

平成17年７月１日

金額（千円）

△4,999                         

△41,677                       

13,680                           

△11,652                       

2,268                            

△63,325                       

3,393                             3,393                            

△8,300                         

6,908                            1,250                             

145,014                         

△26,945                       

39,900                           

3,247                            

当第３四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しているため、「四半期キャッシュ・フロー計算
書」は作成しておりません。なお、当第３四半期連結会計期間における「四半期連結キャッシュ・フロー計算
書」につきましては、四半期連結財務諸表に記載しております。

△110                            

-                                  

△2,404                         

2,744                            
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(5)　注記事項等

１ （1） 有価証券 （1） 有価証券 （1） 有価証券

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

　 時価のあるもの 　 時価のあるもの 　 時価のあるもの

　 時価のないもの 　 時価のないもの 　 時価のないもの

（2） たな卸資産 （2） たな卸資産 （2） たな卸資産

 商品・原材料・貯蔵品  商品・原材料・貯蔵品  商品・原材料・貯蔵品

　　最終仕入原価法

 仕掛品  仕掛品  仕掛品

　 個別法による原価法

２ （1） 有形固定資産 （1） 有形固定資産 （1） 有形固定資産

（2） 無形固定資産 （2） 無形固定資産 （2） 無形固定資産

（3） 長期前払費用 （3） 長期前払費用 （3） 長期前払費用

定額法によっております。

３ 新株発行費

社債発行費

４ （1） 貸倒引当金 （1） 貸倒引当金 （1） 貸倒引当金

（2） 賞与引当金 （2） 賞与引当金

　移動平均法に基づく原
価法を採用しておりま
す。

固定資産の減価償
却方法

 子会社株式及び関連会社株式

同左　　

  第３四半期決算日の市
場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売
却原価は移動平均法によ
り算定）を採用しており
ます。

同左　　

同左　　

同左　　

 定率法によっております。 同左　　

同左　　

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

資産の評価基準及
び評価方法  子会社株式及び関連会社株式  子会社株式及び関連会社株式

（自　平成17年７月１日
　  至　平成18年３月31日）

（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年３月31日）

同左　　

 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。

 定額法によっております。 同左　　

同左　　

同左　　

 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。

同左　　 同左　　

繰延資産の処理方
法

 支出時に全額費用として処理
しております。

 支出時に全額費用として処理
しております。

引当金の計上基準

同左　　 同左　　  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。

 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。

同左　　

  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。

（自　平成17年７月１日
　  至　平成18年６月30日）

前第３四半期会計期間

　移動平均法に基づく原価法 同左　　

  決算期末日の市場価格
等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価
は移動平均法により算
定）を採用しておりま
す。

前事業年度当第３四半期会計期間
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５

６

７ 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

  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　　

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。

  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。

（自　平成17年７月１日
　  至　平成18年６月30日）

前第３四半期会計期間

その他四半期財務
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。

同左　　 同左　　

リース取引の処理
方法

（自　平成17年７月１日
　  至　平成18年３月31日）

（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年３月31日）

前事業年度当第３四半期会計期間
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 （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）

 （四半期貸借対照表）

　「関係会社株式」は、前第３四半期
会計期間まで、投資その他の資産の
「その他」に含めて表示しておりまし
たが、当第３四半期会計期間末におい
て資産の総額の100分の５を超えたため
区分掲記しております。
　なお、前第３四半期会計期間末の
「関係会社株式」の金額は15,000千円
であります。

　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成18年６月30日）

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度

（自　平成17年７月１日 （自　平成18年７月１日 （自　平成17年７月１日

会計処理方法の変更

　当第３四半期会計期間より、「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。

　当事業年度より、「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
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。

前事業年度当第３四半期会計期間前第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）
（自　平成18年７月１日

　  至　平成19年３月31日）

　当事業年度より、「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 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
委員会 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461,818千円であります。
　なお、財務諸表等規則の改正によ
り、当事業年度における貸借対照表の
純資産の部については、改正後の財務
諸表等規則により作成しております。

（自　平成17年７月１日
　  至　平成18年６月30日）

表示方法の変更

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準）
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 （外形標準課税制度の適用）

追加情報

（自　平成17年７月１日 （自　平成18年７月１日 （自　平成17年７月１日

　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成18年６月30日）

　平成18年６月19日に公募増資を実施
し資本金が増加したことにより、当事
業年度から外形標準課税制度を適用し
ております。
　これに伴い、当事業年度から「法人
事業税における外形標準課税部分の損
益計算上の表示についての実務上の取
扱い」（企業会計基準委員会実務対応
報告第12号　平成16年２月13日）に従
い、法人事業税の付加価値割及び資本
割については、販売費及び一般管理費
に計上しております。
　この結果、販売費及び一般管理費は
4,414千円増加し、営業利益、経常利益
及び税引前当期純利益は同額減少して
おります。

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度
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注記事項

※ １． （固定化債権） ※ １． （固定化債権） ※ １． （固定化債権）

２． ２． ２．

※ ３． 消費税等の取扱い ※ ３． 消費税等の取扱い ※ ３．

※ １． 営業外収益のうち主要なもの ※ １． 営業外収益のうち主要なもの ※ １． 営業外収益のうち主要なもの

※ ２． 営業外費用のうち主要なもの ※ ２． 営業外費用のうち主要なもの ※ ２． 営業外費用のうち主要なもの

※ ３． 特別損失のうち主要なもの ※ ３． 特別損失のうち主要なもの ※ ３． 特別損失のうち主要なもの

４． 減価償却実施額 ４． 減価償却実施額 ４． 減価償却実施額

千円

無形固定資産 9,379 千円 無形固定資産 15,924 千円 無形固定資産 14,034 千円

12,838 千円 有形固定資産 13,084有形固定資産 9,012 千円 有形固定資産

借入手数料 2,159 千円

固定資産処分損 3,098 千円 固定資産処分損 2,246 千円 固定資産処分損

支払利息 4,797 千円

社債利息 1,012 千円

4,117 千円

株式公開費用 5,000 千円

963 千円

社債利息 1,185 千円

支払利息 4,517 千円

社債利息 788

1,860 千円

支払利息

社債発行費

（自　平成17年７月１日 （自　平成18年７月１日 （自　平成17年７月１日

　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成18年６月30日）

千円受取利息

千円

千円 受取利息 2,390

借入手数料

2,916 千円

支社移転費用 5,500 千円

1,584 千円 受取利息 1,579

391 千円

長期前払費用
一括償却

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度

借入実行残高 - 千円

550,000 千円

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。
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 550,000 千円

千円

550,000 千円

同左

490,000 千円

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。

同左

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 550,000 千円

借入実行残高 -

（四半期貸借対照表関係）

（平成18年３月31日）

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。

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度末
（平成19年３月31日） （平成18年６月30日）

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。

同左

千円

60,000 千円借入実行残高

当座貸越極度額 550,000
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（自 至 ）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

（自 至 ）

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

発行済株式

普通株式（注）

自己株式

普通株式

（注）

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項

（1） 配当金支払額

（2）

平成18年６月30日 平成18年９月29日
 定時株主総会

普通株式 34,160,000 利益剰余金
 平成18年９月28日

2,800 

効力発生日

 定時株主総会

決議 株式の種類
配当金の総額

（円）
１株当たり配当額

平成17年６月30日 平成17年９月28日

（円）

　前事業年度 平成17年７月１日 平成18年６月30日

 平成17年９月27日

（円）

普通株式      7,700,000            700

-        

11,000          

-           

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
（円）

第１回ストック・オプション 普通株式

（四半期株主資本等変動計算書関係）

　当第３四半期会計期間 平成18年７月１日 平成19年３月31日

配当の原資

-        

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期となるもの

基準日

当事業年度末株式数

（株） （株） （株） （株）

前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数

1,200           -               12,200          

-               -               -               -               

当事業年度末
（千円）

-        -        

普通株式の当事業年度増加株式数1,200株は、平成18年６月16日を払込期日とする公募増資に
よる増加であります。

新株予約権の内訳
新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度末残高

前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少
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※ ※

70,880    

(千円)

現金及び預金

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の期末残高と
貸借対照表に掲記されている科目
の金額との関係

　(平成18年６月30日現在)

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)

計 70,880    

預入期間３ヶ月
超の定期預金

-         

70,880    
 現金及び現金同
等物

(千円)

現金及び預金 315,826   

計 315,826   

預入期間３ヶ月
超の定期預金

-         

 現金及び現金同
等物

315,826   

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度
（自　平成17年７月１日 （自　平成18年７月１日 （自　平成17年７月１日

　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成18年６月30日）
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１． １． １．

(1) (1) (1)

(2) (2) (2)

　１年内 千円 　１年内 千円 　１年内 千円

　１年超 千円 　１年超 千円 　１年超 千円

千円 千円 千円

(3) (3) (3)

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

(4) (4) (4)

(5) (5) (5)

２． ２． ２．

　１年内 千円 　１年内 千円 　１年内 千円

　１年超 千円 　１年超 千円 　１年超 千円

千円 千円 千円

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について）

合計 9,517     

同左

同左

同左

同左

同左

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

2,296     

7,220     

減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法

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

3,521     

2,697     

1,183     

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

未経過リース料期末残高相当額等

2,593     

11,069   

合計 13,662   

未経過リース料期末残高相当額

合計 15,964 2,802 13,161

12,964 1,402 11,561

工具器具
備品

3,000 1,400 1,600

同左

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
計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

（千円） （千円） （千円）

車輌運搬
具

未経過リース料

3,182     

8,398     

合計 11,580   

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

利息相当額の算定方法

オペレーティング・リース取引

7,073     

4,832     

3,585     

減価償却費相当額の算定方法

支払利息相当額

車輌運搬
具

32,898   

合計 40,109   

42,899

工具器具
備品

3,000

合計 45,899

未経過リース料第３四半期期末残
高相当額等

オペレーティング・リース取引

リース資産に配分された減損損失はあり
ません。

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

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

第３四半
期期末残
高相当額

（千円） （千円） （千円）

減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法

　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。

7,211     

4,343 11,985

未経過リース料第３四半期期末残
高相当額等

未経過リース料第３四半期期末残
高相当額

未経過リース料第３四半期期末残
高相当額

7,794     

3,093 10,235

3,000 1,250 1,750

9,786     

12,109   

未経過リース料

2,296     

車輌運搬
具

工具器具
備品

合計

13,328

16,328

減価償却
累計額相
当額

第３四半
期期末残
高相当額

（千円） （千円）

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度
（自　平成17年７月１日 （自　平成18年７月１日 （自　平成17年７月１日

　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成18年６月30日）

2,322     

7,634 38,264

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

取得価額
相当額

（千円）

合計 10,091   

（リース取引）

合計

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

2,291     

5,784 37,114

1,850 1,150

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

支払リース料

減価償却費相当額1,646     

626       
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（ ）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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

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

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

その他有価証券
非上場社債

（ ）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（ ）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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

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

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

その他有価証券
非上場社債

（自 至 ）

該当事項はありません。

（自 至 ）

当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

（自 至 ）

該当事項はありません。

貸借対照表計上額（千円）

第３四半期

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

　前事業年度末 平成18年６月30日

　なお、当第３四半期会計期間末に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社で時価のあるもの
は除く。）については、四半期連結財務諸表の注記事項として記載しております。

60,000             

　当第３四半期会計期間末 平成19年３月31日

平成18年３月31日

　当第３四半期会計期間 平成18年７月１日 平成19年３月31日

　前第３四半期会計期間 平成17年７月１日

　前事業年度 平成17年７月１日 平成18年６月30日

　前第３四半期会計期間末 平成18年３月31日

種類 貸借対照表計上額（千円）

60,000             

種類
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（自 至 ）

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

  当社はストックオプション制度を採用しております。　　　

  第１回新株予約権の内容は、次のとおりであります。

株式の数

対象勤務期間

 ①　

 ②　

 ③　

 ④ 

 (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

　権利確定前 （株）

期首

付与

失効

権利確定

未確定残

　権利確定後 （株）

期首

付与

失効

権利確定

未確定残

② 単価情報

（円）

（円）

（円）

（ストック・オプション等関係）

新株予約権の目的となる株式
の種類

 普通株式

 600

　前事業年度 平成17年７月１日 平成18年６月30日

  第１回新株予約権は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社従業員に対して特に有利な条件
をもって新株予約権を発行することを、平成17年９月27日の定時株主総会において特別決議されたものでありま
す。その後平成18年２月10日の取締役会の決議により、平成18年３月１日に発行しております。

決議年月日 平成17年９月27日

付与対象者の区分及び人数  当社従業員111名

　－

新株予約権の行使時の払込金
額

１株当たり 20,000円

新株予約権の行使期間 平成19年９月28日～平成22年９月28日

権利確定条件
 付与日（平成17年９月27日）以降、権利確定日（平成19年９月28日）まで継続
して勤務していること。

新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締
役または従業員であることを要する。

新株予約権の譲渡に関する事
項

代用払込みに関する事項 　－

①の規定にかかわらず、権利を与えられた者が権利行使期間中に死亡した
場合は、死亡の日から６ヶ月以内（権利行使期間中に限る）は、その相続
人において新株予約権を行使することができる。

新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

その他の条件については、当社と従業員との間で締結した「新株予約権割
当契約書」に定めるところによる。

 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。

　第10期において存在したストック・オプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算
して記載しております。

第１回ストック・オプション

600                           

-                             

17                            

-                             

583                           

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

第１回ストック・オプション

20,000                        　権利行使価格

-                             

-                             　公正な評価単価（付与日）

　行使時平均株価
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（自 至 ）

　関連会社に対する投資の金額　(千円)

　持分法を適用した場合の投資の金額　(千円)

　持分法を適用した場合の投資損益の金額　(千円)

（自 至 ）

当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

（自 至 ）

　関連会社に対する投資の金額　(千円)

　持分法を適用した場合の投資の金額　(千円)

　持分法を適用した場合の投資損益の金額　(千円)

10,119            

△1,074           

15,000            

（持分法損益等）

平成18年３月31日

　当第３四半期会計期間 平成18年７月１日 平成19年３月31日

　前第３四半期会計期間 平成17年７月１日

　前事業年度

15,000            

9,598             

△1,113           

平成17年７月１日 平成18年６月30日
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１株当たり第３
四半期純利益金
額

2,747円81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、潜在株
式が存在しない
ため記載してお
りません。

4,399円25銭

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

4,473円28銭

前第３四半期

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

7,580円29銭 18,926円98銭

（自　平成18年７月１日

 5,495 円 62 銭 

１株当たり純資産額 20,210 円 01 銭 

１株当たり第３四半期
純利益金額

 2,683 円 03 銭 

（自　平成17年７月１日
　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成18年６月30日）

　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。

１株当たり純資産額 15,160 円 58 銭 

（１株当たり情報）
前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度
（自　平成17年７月１日

１株当たり第３四半
期純利益金額

１株当たり純資産額 37,853 円 97 銭

１株当たり当期純利
益金額

 8,946 円 55 銭

潜在株式調整後１株
当たり当純利益金額  8,798 円 50 銭

潜在株式調整後１株当
たり第３四半期純利益
金額

　当社は、平成19年１月１日付で株式１
株につき２株の分割を行っております。

　当該株式分割が、前期首に行われたと
仮定した場合の前第３四半期会計期間及
び前事業年度における１株当たり情報は
以下のとおりとなります。

会計期間
前事業年度

 2,568 円 88 銭 
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（注）

) ) )

(1) 発行日

(2) 発行数

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

  至 平成19年３月31日）   至 平成18年６月30日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額

当第３四半期会計期間 前事業年度

（自 平成17年７月１日 （自 平成18年７月１日 （自 平成17年７月１日

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

65,465    98,823    

普通株式に帰属しない金額 （千円） -          -         -         

第３四半期（当期）純利益 （千円） 60,451     

65,465    98,823    

期中平均株式数 （株） 11,000     24,400    11,046    

普通株式に係る第３四半期（当期）
純利益（千円）

60,451     

-         -          -         

185(       

普通株式増加数 （株） -          1,084     185       

1,084(     

20,000 円 
 付与対象者

 権利行使期間

-         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

平成18年３月１日

600 個 

-         

平成19年９月28日から

無償

　  至 平成18年３月31日）

平成22年９月28日まで

（新株予約権１個当り
の目的となる株式数１
株）
 目的となる株式の種
類

当社普通株式

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
（当期）純利益金額

前第３四半期会計期間

 発行価額

（うち新株予約権） ( -        

第３四半期（当期）純利益調整額（千円）

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
益金額の算定に含めなかった潜在株式の
概要

当社従業員 111名 

 権利行使価額
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（1）

（1）

（2）

（3）

①

②

③

（2）

①

（4）
②

③ 決算期
５月

④ 事業内容

⑤ 設立

⑥ 発行済株式総数

⑦ 株主構成及び所有割合
株式会社ビューティ花壇　100％

　株式会社クラウンガーデネック
スは、昭和44年の創業以来フラ
ワーサービス事業を展開しており
ます。
　また、当社は昭和49年の創業以
来、生花祭壇事業、生花卸売事業
を展開し、 近では、生花祭壇事
業で培った技術力を生かし、ブラ
イダル・イベントにおける生花に
よるディスプレイも行っておりま
す。
  そこで新たなシェア獲得ととも
にブライダルにおける生花サービ
スを強化し、更なる花文化向上に
貢献することを目指し、この度当
社は、当社100％出資の子会社を
設立し、株式会社クラウンガーデ
ネックスからフラワーサービス事
業を譲受けることを決議いたしま
した。当社といたしましては、ブ
ライダル装花のノウハウの取得及
び生花祭壇事業との技術交流、ま
たブライダル装花の商流の確保を
実現していきたいと考えておりま
す。

子会社の概要

商号

株式会社クラウンガーデネックス

資本金
20,000千円

ブライダル・イベントにおけ
る生花サービス、生花卸、生
花小売業

平成19年５月１日

200株

 　当社は、平成18年８月24日開催の取締
役会において、龍厳人本服務股份有限公
司との共同出資による合弁会社「美麗花
壇服務股份有限公司」を設立することを決
議いたしました。
  概略は次のとおりであります。

　そのような状況下、生花祭壇の普
及を図り、花文化向上に貢献するこ
とを目的として当社は台湾における
最大の葬儀ビジネス業者である龍厳
人本服務股份有限公司と本合弁会
社を設立することといたしました。

（当社の出資割合は50％を予定
しております。）

（重要な後発事象）
前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度
（自　平成17年７月１日 （自　平成18年７月１日 （自　平成17年７月１日

　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成18年６月30日）

設立時期

（台湾における合弁会社の設立）

 　平成19年５月１日開催の取締役会にお
いて、当社100％出資の子会社を設立し、
熊本県でフラワービジネスを手がける生花
店の老舗（創業昭和44年）、株式会社クラ
ウンガーデネックスから、フラワーサービス
事業を譲受けることを決議いたしました。
　概略は次のとおりであります。

子会社の設立及び事業譲受けの主
な理由

 （子会社の設立及び当該子会社に対す
る事業譲受け）

設立の目的
　台湾において人口は、1980年の
1,780万人から2004年の2,270万人へ
とわずか25年たらずで500万人弱の
増加をみており、死亡人口も1982年
の8.7万人から2004年の13.4万人へ
と増加傾向になっております。また、
台湾において葬儀に生花を飾ること
は一般的であり、当社の生花祭壇を
普及することは可能と考えておりま
す。

事業開始時期
2006年11月予定

事業内容
生花祭壇の企画提案・作成・運
営

資本金
NT$　30,000,000

商号

美麗花壇服務股份有限公司

2006年10月予定

新会社の概要
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（3）

① 対象事業

②

③ 企業結合の法的形式

④ 譲受け資産、負債及び主な内容

⑤ 譲受け価額

⑥

⑦

譲受けの時期

平成19年５月

のれん計上額

事業の譲受けにより引き継ぐ資
産の価額（概算22,000千円）と譲
受け価額34,500千円の差額をの
れんとし、企業結合に係る会計
基準等に準拠して償却を実施い
たします。

営業譲受け

事業譲受け日現在において譲
渡会社が所有する譲受け事業
に係る棚卸資産、固定資産等
事業継続に必要な資産（概算
22,000千円）を引き継ぎま
す。引き継ぐ負債はございま
せん。

34,500千円

　  至　平成18年３月31日） 　  至　平成19年３月31日）

事業譲受けの概要

株式会社クラウンガーデネッ
クス（平成19年５月１日をも
ちまして株式会社クラウン
アーキテクトに商号変更して
おります。）のフラワーサー
ビス事業

対象事業の内容

ブライダル、イベント等にお
ける生花サービス及び生花小
売業

　  至　平成18年６月30日）

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度
（自　平成17年７月１日 （自　平成18年７月１日 （自　平成17年７月１日
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