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１．平成19年６月期の連結業績（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年６月期 3,188 － 153 － 147 － 71 －

平成18年６月期 － － － － － － － －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

平成19年６月期 2,940 11 2,816 14 14.9 12.8 4.8

平成18年６月期 － － － － － － －

 （注）①当連結会計年度が連結初年度であるため、対前期増減率、前連結会計年度につきましては、記載しておりませ

　　 　　ん。

 　　　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月期の１株

　　　　 当たり当期純利益金額は、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。

（参考）持分法投資損益 19年６月期 －百万円 18年６月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

平成19年６月期 1,322 545 37.7 20,449 49

平成18年６月期 － － － － －

 （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当連結会計年度が連結初年度であるため、前連結会計年度につきましては、記載しておりません。

（参考）自己資本 19年６月期 498百万円 18年６月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

平成19年６月期 183 △359 125 266

平成18年６月期 － － － －

 （注）当連結会計年度が連結初年度であるため、前連結会計年度につきましては、記載しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

平成18年６月期 － － － － － － 2,800 00 2,800 00 34 － －

平成19年６月期 － － － － － － 1,725 00 1,725 00 42 58.7 8.8

平成20年６月期
（予想）

－ － － － － － 1,200 00 1,200 00 － 31.0 －
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３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,826 － 72 － 73 － 38 － 1,569 43

通期 3,886 21.9 198 29.6 201 36.4 94 31.8 3,876 27

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 ２社 （社名　美麗花壇股份有限公司　株式会社クラウンガーデネックス）

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　無

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月期 24,400株 18年６月期 12,200株

②　期末自己株式数 19年６月期 －株 18年６月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月期の個別業績（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年６月期 3,142 17.8 167 △1.6 162 5.1 82 △16.5

平成18年６月期 2,668 14.4 170 97.7 154 122.4 98 493.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

平成19年６月期 3,381 31 3,238 74

平成18年６月期 8,946 55 8,798 50

 （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。平成19年６月期の１株

　　 当たり当期純利益金額は、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）個別財政状態

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

平成19年６月期 1,235 510 41.3 20,908 29

平成18年６月期 982 461 47.0 37,853 97

 （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。

（参考）自己資本 19年６月期 510百万円 18年６月期 461百万円

２．平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,750 14.0 91 6.0 92 13.9 47 20.2 1,961 89

通期 3,650 16.1 230 37.0 232 43.1 110 33.6 4,516 11

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 　（当期の経営成績）

　　　　当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費には弱さが見られるものの、企業収益の改善、雇用状況の回復

など、景気は穏やかながら回復基調で推移してまいりました。

　　　　厚生労働省「平成18年 人口動態統計月報年計(概数）の概況」によると、死亡者数は1,083,796人と高齢化社会

を背景に増加傾向にあり、平成15年から４年連続で100万人台となっています。しかしながら、１件あたりの葬儀

単価は、故人や遺族の高齢化による近所付き合いや社会的つながりの希薄化による会葬者の減少や、近しい人だけ

で故人とのお別れを偲びたいというニーズの高まりによる葬儀の小型化によって下落の傾向が見られます。

　一方、生花卸売市場は2009年４月からの本格的な規制緩和を控え、卸売業者と仲卸業者の競合が見受けられるよ

うになってきました。また、生産環境においては天候不順や原油高騰による暖房費の高騰で生産が抑制されたため、

品質や出荷時期がばらつく状況にありました。  

　　　　このような状況の下、当社グループは、御葬家の悲しみを少しでも生花で癒していただけるよう挿花技術を練磨

し、生花祭壇の品質維持向上に取り組んでまいりました。具体的には技術指導課を増員し、入社年数に応じた教育

を実施しました。また、花をより身近なものにするために生花調達先の多様化にも努めてまいりました。しかしな

がら、事業拡大のための先行投資や今後の収益基盤の確立のための子会社設立等による経費が発生しました。

　これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高31億88百万円、営業利益１億53百万円、経常利益１億47百万円、

当期純利益71百万円となりました。

 

　　　事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。

　　　＜生花祭壇事業＞

　生花祭壇の普及が順調に推移したことによる既存拠点での受注及び大阪支社新規出店による受注が共に好調に推

移し、売上高は24億86百万円となりました。

＜生花卸売事業＞

　国内外の調達先を拡大し、菊を中心とした生花総仕入数量は増加いたしましたが、生花祭壇事業に使用する自社

仕入分が増加の中心となったため、売上高は６億88百万円となりました。

 

　　（次期の見通し）

        平成20年６月期の見通しにつきましては、当社グループとして様々なシチュエーションにおいて花を通じて癒し

や満足を提供できるようお客様の視点に立った提案やサービスに努めると同時に、収益性の向上に取り組んでまい

ります。

  以上により通期連結業績見通しといたしましては、売上高38億86百万円（前年同期比21.9％増）、営業利益１億

98百万円（前年同期比29.6％増）、経常利益２億１百万円（前年同期比36.4％増）、当期純利益94百万円（前年同

期比31.8％増）を予想しております。

　　　

(2）財政状態に関する分析

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、266百万円となりました。

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

①  営業活動によるキャッシュ・フロー

  　　　当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は183百万円となりました。

　これは、主に税金等調整前当期純利益143百万円、非資金費用である減価償却費の計上43百万円、その他負債の

増加69百万円の増加要因がある一方で、売上債権の増加53百万円や法人税等の支払額60百万円の減少要因によるも

のであります。

②  投資活動によるキャッシュ・フロー

  　　　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は359百万円となりました。

　これは、主に固定資産の取得による支出280百万円、営業譲受による支出35百万円、貸付金の貸付による支出32

百万円があったことによるものであります。

③  財務活動によるキャッシュ・フロー

  　　　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は125百万円となりました。

　これは、主に短期借入金の返済による支出100百万円や社債の償還による支出60百万円があったものの、社債の

発行による収入195百万円、短期借入れによる収入100百万円があったことによるものであります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、利益配分については、できる限り安定した配当の継続的な実行による株主の皆様に対する利益還元と内部

留保の確保による将来の事業展開や経営環境の急激な変化への対応ができる経営基盤の強化を基本方針としておりま

す。その趣旨に基づき株主の皆様に対する利益還元としては、原則として連結当期純利益の30％相当額を配当性向と

して日頃のご支援にお応えいたしたいと考えております。

　当期の配当につきましては、１株につき普通配当1,725円を実施する予定であります。

 

(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主要な事項を記載してお

ります。また、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の

観点から以下に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回

避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、本項及び本項記載以外の記載事項を慎

重に検討した上で行われる必要があると考えております。

　なお、文中の将来に関する事項は、本資料発表日現在において当社グループが判断したものであります。

　

①葬儀施行価格の低下傾向の影響について

　当社グループの生花祭壇事業が対象とする葬儀業界においては、一般に、少子高齢化社会が一段と進行する社会状

況下において、葬儀件数の拡大が見込めるものの、葬儀の簡素化が進み、葬儀施行価格の全般的な低下傾向が見られ

ます。葬儀施行価格の低下理由としては、身内だけで行う密葬が増加し、寺院関係への支払い額が減ったことや、戒

名代、会葬者の飲食代の低減などが中心であり、当社グループが取り扱う生花祭壇や供花は、葬儀施行価格の低下に

よって大きな影響を受けることはないものと思われます。また、当社グループは、生前故人の好まれた生花を使用し

たデザイン、故人の人柄を偲ばせるデザインなど、御葬家の要望に応じた創作祭壇の提案により他社との差別化や祭

壇と什器の組み合わせによる葬儀空間演出の提案により販売価格の低下を抑制するよう努めております。

　しかしながら、このような施策を行ったにもかかわらず、全体的な葬儀施行価格が著しく低下した場合、生花祭壇、

供花等の販売価格も低下を余儀なくされ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　

②競合の影響について

　当社グループの生花祭壇事業では、当社グループが長年培った技術及びノウハウを駆使した生花祭壇や供花の制作

を行っております。また技術レベルの更なる向上のため、技術指導課を設置するなど教育体制を構築し、他社の追随

を許さぬよう日々鍛錬しております。

　現在のところ、当社グループと類似したサービスを提供している会社も存在しますが、全国展開をしている会社や

生花卸売事業を保有している会社はなく、品質、教育体制、顧客基盤、及び仕入での強みにおいて当社グループに優

位性があるものと認識しております。このような当社グループの優位性を考慮した場合、当事業を推進していく上で、

他社との競合が激化するような可能性は低いと考えております。

　しかしながら、将来において葬儀形態が著しく変化するなど情勢の変動があった場合には、当社グループの優位性

が失われ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社グループの生花卸売事業は、生花祭壇事業の事業展開に合わせて要員を配置し、全国８箇所の中央及び

地方卸売市場の買参権（購買参加者としての資格）を取得するとともに、全国15箇所の生産者とも適時に連絡を取り

あっており、全国の相場情報を入手して比較する体制を構築するとともに、複数の供給経路を確保しております。

　一般に、花き業界の流通は、生産者から消費者に届くまでに中間業者、卸売市場、仲卸、小売業者が介在する形態

となっておりますが、当社グループは、供給者と消費者を直結する発想で、前述の情報を収集分析し、最適な供給経

路から有利な価格で仕入を行うビジネスモデルを構築しております。

　しかしながら、平成21年４月から実施される卸売市場の手数料の自由化による価格競争やスケールメリットを狙う

大手量販店や他業種からの参入等による企業間競争が激化した場合には、上記のビジネスモデルの優位性の維持が困

難となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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③人材育成（技術者）について

　生花祭壇事業の技術者の養成は長時間を要するので、技術指導課を設置し当社独自の研修体制にて技術教育を実施

しておりますが、事業の急展開に技術者の養成が追いつかない場合や附帯業務のためのパート・アルバイトが足りず

に技術者が本来の業務に集中できない場合、その熟練度が不足する事態が想定されます。このような事態が生じた場

合、十分な技術者を確保することが出来なくなり、当社グループの技術の優位性を維持することが困難となる可能性

があります。

　

④支社・営業所展開について

　当社は現在、生花祭壇を日本全国へ拡充するため積極的に支社・営業所の開設を行っており、原則として支社・営

業所から車輌移動時間で片道１時間以内の圏内で、当該圏内の葬儀社・斎場の合計数が100ヶ所以上かつ人口が100万

人以上の都市へ出店を行っております。当社は出店先の選定につきましては、収益性を最も重視しており、家賃等の

出店条件、競合店の有無等を十分に考慮した上で、一定条件を満たした場合に出店することとしておりますが、実際

の出店時期と調査を行った時機との間に時間差が生じます。このため、その時間差において周辺状況に変化が生じた

場合には、当初計画通りの業績が確保出来ず、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　

⑤生産、仕入に影響を及ぼす天候・気候について

　生花は農産物の特性上、生産・収穫が気候や天候に左右されます。そのため、異常気象や台風などの自然災害によ

る影響で生産、収穫が著しく減少し市況価格が高騰すると、生花卸売事業での利益が増大するものの、一方で生花祭

壇の原価が著しく上昇する可能性があります。このように、生花の市況相場が極端に高騰した状態が続いた場合は、

生花祭壇事業の大幅な利益減少の可能性があるため、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　

⑥中国生産について

　当社グループは主要取扱商品である菊の生産拠点として中国の関連会社（青島麗人花園芸有限公司）にて生産の拡

大を進めております。その当社仕入高に占める割合は、平成17年６月期で3.1％、平成18年６月期で2.3％、平成19年

６月期で2.4％となっております。当社グループでは現地に生産指導要員を派遣することによって品質の向上、安定供

給によるロス率の減少を目指しております。しかしながら、政治的社会的混乱、税制や規制等の変更、人民元の切り

上げ、電力その他事情の変動等、中国固有のカントリーリスクが業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑦小規模組織であることについて

　当社は、取締役４名、監査役２名並びに従業員200名（平成19年６月30日現在）と規模が小さく、社内管理体制もこ

の規模に応じたものとなっております。今後事業拡大に伴い人員増強を図り、社内管理体制もあわせて強化・充実さ

せていく方針ですが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的対応が出来なかった場合は、結果として当社の

事業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑧ストック・オプションについて

　当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該ストック・オプションは、旧商法第280条ノ20及び旧

商法第280条ノ21の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を付与したものであります。これらの新株予約権の

目的たる株式の数は平成19年６月30日現在で合計1,120株であり、発行済株式24,400株の4.6％を占めております。ま

た、今後も優秀な人材を確保するために、同様のインセンティブプランを継続して実施していくことを検討しており、

これらの新株予約権の行使が行なわれた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、当社株価に影響を与え

る可能性があります。

　

⑨市場法改正に伴う規制緩和について

　当社は、全国８箇所の中央及び地方卸売市場と売買契約（一般に買参権とよばれております）を結んでおり、多く

の生花をこれらの市場から仕入れております。しかし卸売市場での取引については、平成16年６月の卸売市場法の改

正による規制緩和や、平成21年４月から実施される卸売市場の手数料の自由化によって、競合先との競争激化が予想

されます。当社グループは、今後もこれらの法的規制緩和を織り込みながらこれらの競争激化を想定し、先行的優位

性を担保するような技術力及びビジネスモデルの構築に努めております。しかしながら、卸売市場に対する法的規制

緩和により、力のある卸売市場や仲卸業者が、当社グループの予想を超えた対応力や柔軟性を発揮した場合、当社グ

ループの業績が影響を受ける可能性があります。
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⑩知的財産権について

　当社グループが提供する生花祭壇事業においては、故人のご家族の要望により様々な情景を生花により演出するも

のであります。これらの生花での演出では、時に美術的な構図や第三者の商標などに類似する演出を希望されること

もあります。当社グループは、このような演出が、第三者の著作権、商標権その他の知的財産権の侵害とならないよ

う事前にチェックする体制を整えておりますが、万一、第三者から知的財産権の侵害があるとの主張がなされた場合

には、当社グループの業績に一時的な影響を及ぼす可能性があります。

⑪代表取締役の債務保証について

  現状におきまして当社代表取締役の個人債務保証が残っており、その内容は卸売市場に対する仕入債務保証契約に

関する債務保証であります。

　これら債務保証は条例での定め、卸売市場の商慣行において発生しているものであり、今後は解消していく方針で

はありますが、解消困難な状況であります。

　その理由と致しましては、中央卸売市場は地方自治体の条例で例外なく代表者の連帯保証が必要とされており、ま

た地方卸売市場については、中小零細の仲卸業者の支払いが滞ることが多いために制定されたという経緯があり、当

該卸売市場の仲卸組合員が例外を認めないため代表者の連帯保証が必要となっているものであります。

　なお、いずれの保証契約についても保証料の支払いはなく、これら取引契約が代表取締役への依存によるものでも

ありませんので、当該債務保証が取引継続の阻害要因になることはありません。 
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２．企業集団の状況
　　　　当社グループは、当社、子会社２社及び関連会社１社によって構成されており、当社は葬儀関連会社に対し生花

祭壇、供花等の葬儀における主要商品を提供する生花祭壇事業と生花祭壇事業の仕入れ及び葬儀関連会社、小売店

への販売を主体とする生花卸売事業を主な事業として取り組んでおります。

　子会社は、台湾において生花祭壇事業を展開している美麗花壇股份有限公司と熊本市を中心にブライダル装花、

小売業務を行っている株式会社クラウンガーデネックスとなっております。関連会社は、中国山東省青島市におい

て生花の生産及び輸出業務を行っている青島麗人花園芸有限公司となっております。

　　

　当社グループの事業系統図は以下の通りであります。 

 

中央卸売市場・地方卸売市場 国内生産地 海外生産地 農協等 

生花祭壇事業 生花卸売事業 

生花の納品 

当 社 

生花の発注 

葬儀関連会社 
葬儀関連会社 生花部 

生花小売店 

生花の納品 生花の発注 
生花祭壇 

供花等の納品 

生花祭壇 

供花等の発注 

【関連会社】 

青島麗人花園芸有限公司 
 

【連結子会社】 

美麗花壇股份有限公司 

【連結子会社】 

株式会社ｸﾗｳﾝｶﾞｰﾃﾞﾈｯｸｽ 

会場装花 
ブーケ等の納品 

花束 
アレンジ等の販売 

ウェディング事業者 

一般顧客 

生花の販売 

 
 

　　　　生花祭壇事業は、主に葬儀関連会社に対し、生花祭壇、供花等の葬儀における主要商品の設営までを含めた提供

を行っております。

　特徴として、

　　　　①　生前故人の好まれた生花を使用したデザイン、故人の人柄を偲ばせるデザインなど、御葬家の要望に応じた

創作祭壇の提案をしております。

 　　　 ②　全国９拠点に支社・営業所展開をしており、地域性を加味しながら同一サービスの提供をしております。

 　　　 ③　技術指導課を設置し、多量の練習用の生花を提供出来る企業環境を有しております。

 

 　　　 生花卸売事業は、国内外の生産者、卸売市場、仲卸業者等の仕入先から、顧客要望に適した商品を的確に仕入れ、

主に生花店や葬儀関連会社に対して販売を行っております。

　特徴として、　

　　　  ①　全国８箇所の中央及び地方卸売市場の買参権（購買参加者としての資格）を取得するとともに、全国15箇所

の生産者と連絡をとり全国の相場情報を入手して、社内のＩＴネットワークを通じて情報を共有しております。

 　　　 ②　中国の関連会社に社員を派遣して極め細やかな生産指導を実施し、菊花を直接輸入し販売しております。

　　  　③　顧客サービスを強化すべく、国内物流業者と連携して国内外生産地から消費者まで一貫したコールドチェー

ン（冷蔵輸送）を実施しております。 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、より良い商品をお客様に喜ばれる企画とともに提供するために、花に関する技術の練磨・知識の

習得・情報の収集に努め、かつ、それらを積極的に社会にフィードバックすることにより花の溢れる社会作りに貢献

することを経営理念として掲げております。従いまして、人間の心を癒す花々をより身近なものとし豊かな世界を創

造することを通して社会的価値の高い企業となることを目指しております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、事業本来の収益性を重視し、売上高経常利益率の向上に努めてまいります。また、株主重視の経

営という観点から、企業価値を高めるため株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標としております。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　生花祭壇事業は、葬儀業界の変化に伴う顧客ニーズの変化に的確に対応し技術力の維持向上に努め、拠点展開の継

続により成長戦略を図ってまいります。また、技術力を生かしたイベント装飾やブライダル装飾への展開や台湾、中

国沿岸部大都市圏を代表とする海外での生花祭壇の普及も図ってまいります。

　生花卸売事業は、菊の生産者を積極的に取り込むことにより仕入先(受託先)の拡大を図り、インターネットを活用

した売買に連動する生産情報管理システムの開発に取組み売上拡大を図ってまいります。また、海外、特に中国から

の輸入を拡大し、菊の取扱量の増大を図ってまいります。 

 

(4）会社の対処すべき課題

１）現状の認識について

　葬儀業界におきましては、近年の高齢化の進展に伴い、死亡者数も増加傾向にあります。しかしながら、近年、近

親者のみで行う密葬の増加や、葬儀規模の縮小により、１件あたりの葬儀単価は、低下傾向が見られます。平均寿命

が延び、仕事を引退した後の老後の生活が長くなることにより、仕事関係での参列者が年々減ってきていることや、

少子高齢化に伴い葬儀費用に対する御葬家の負担も増加していることなどが要因として考えられます。このような理

由から、今後葬儀の簡素化が進むことも予想されています。

　花き業界におきましては、規制緩和が進み、平成16年６月には「卸売市場法の一部を改正する法律」が施行されま

した。卸売市場は従来の集荷、競り、分荷機能から付加価値をつけて販売する方向で動き出している状況であると認

識しております。

　このような環境の下、当社は次の事項を重要な課題として捉えております。

　　①人材確保と技術教育体制の強化

　　②生花祭壇事業の収益力の向上

　　③生花卸売事業の収益力の向上

　　

２）課題への対応について

①人材確保と技術教育体制の強化

　多様に変化するご葬家の要望のなかで常に求められ、支持されているのは「感動」です。生花祭壇や供花を通じて

「感動」を創造することこそが、当社の使命であり、競争優位性を保障するものと考えます。その感動の創り手であ

る社員は、高い技術力と倫理観を兼ね備えた人材であることが重要です。そのため、当社では技術者教育に注力する

とともに、優秀な人材の確保に努める所存です。具体的には、技術指導課を充実させOJTに注力するとともに優秀な技

術者を採用します。

　また、「自主自律の精神」や「高い倫理観」を兼ね備えた人材を確保し、マネジメント能力を強化する教育を行う

ことで支社または営業所の新規開設に対応する人材の供給体制の確立に努める所存です。　　
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②生花祭壇事業の収益力の向上

　きめ細やかな対応による既存顧客からの受注量アップと営業強化による新規顧客の獲得による既存支社及び営業所

でのシェアアップを継続し、特に東京・神奈川地区での未開拓エリア及び関西・中部・中国地方を重点的に開拓して

まいります。

　生花祭壇のデザインのみでなく、葬儀会場全体を演出するといった概念で、更なる付加価値を付与し収益力の向上

に努めます。具体的には、華道家である假屋崎省吾氏とのコラボレーションによる「假屋崎省吾プレステージライン」

を発表し、発売に向けて準備を進めております。

　生花祭壇制作といった技術を要する業務については正社員を中心にさらなる専門知識や技術の向上に注力し、品質

の向上を目指します。また、附帯業務である配達、店内清掃、片付け等についてはパート・アルバイトを活用するこ

とで利益率の向上を目指してまいります。

　　　

③生花卸売事業の収益力の向上

　生産者との直接取引拡大や中国の関連会社からの輸入量拡大により仕入原価を下げることで利益率の向上を目指し

てまいります。また、全国の生産地情報、卸売市場情報、マーケット情報などを当社の情報ネットワークにいち早く

取り込むことにより、収穫前の先売りなど販売機会の増大を図り、売上の向上を目指します。 

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   266,324  

２．受取手形及び売掛金   315,674  

３．たな卸資産   29,636  

４．繰延税金資産   5,125  

５．その他   40,380  

貸倒引当金   △4,525  

流動資産合計   652,616 49.3

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  189,616   

減価償却累計額  △26,099 163,516  

(2）車輌運搬具  10,248   

減価償却累計額  △6,509 3,739  

(3）工具器具備品  104,629   

減価償却累計額  △49,709 54,920  

(4）土地   127,445  

(5）その他   3,361  

有形固定資産合計   352,982 26.7

２．無形固定資産     

(1）ソフトウエア   96,470  

(2）ソフトウエア仮勘定   18,724  

(3）のれん   14,049  

(4）その他   1,055  

無形固定資産合計   130,299 9.9

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   60,000  

(2) 関係会社株式   15,000  

(3）差入保証金   73,528  

(4）繰延税金資産   4,335  

(5）その他   44,450  

貸倒引当金   △10,382  

投資その他の資産合計   186,931 14.1

固定資産合計   670,213 50.7

資産合計   1,322,830 100.0
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当連結会計年度

（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金 ※１  65,973  

２．一年以内返済予定長期借入金   10,000  

３．一年以内償還予定社債   100,000  

４．未払金   143,713  

５．未払法人税等   52,524  

６．その他   80,788  

流動負債合計   452,999 34.2

Ⅱ　固定負債     

１．社債   280,000  

２．長期未払金   40,839  

３．退職給付引当金   1,150  

４．その他   2,214  

固定負債合計   324,204 24.5

負債合計   777,203 58.7

（純資産の部）    

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   208,340  

２．資本剰余金   128,340  

３．利益剰余金   162,717  

　　株主資本合計   499,397 37.8

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．為替換算調整勘定   △429  

　　評価・換算差額等合計   △429 △0.0

Ⅲ　少数株主持分   46,659 3.5

純資産合計   545,626 41.3

負債純資産合計   1,322,830 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,188,926 100.0

Ⅱ　売上原価   2,461,486 77.2

売上総利益   727,439 22.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  574,247 18.0

営業利益   153,191 4.8

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  2,141   

２. 受取地代家賃  4,919   

３．助成金収入  1,200   

４．その他  1,272 9,533 0.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  3,143   

２．社債発行費  4,117   

３．株式公開費用  5,000   

４．その他  3,066 15,327 0.5

経常利益   147,397 4.6

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  61 61 0.0

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 2,246   

２．本社移転費用 ※３ 1,728 3,974 0.1

税金等調整前当期純利益   143,484 4.5

法人税、住民税及び事業
税

 75,492   

法人税等調整額  646 76,138 2.4

少数株主損失   4,392 0.1

当期純利益   71,738 2.2
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本 評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年６月30日　残高（千円） 208,340 128,340 125,138 461,818 - - - 461,818

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △34,160 △34,160    △34,160

当期純利益   71,738 71,738    71,738

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    △429 △429 46,659 46,229

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

  37,578 37,578 △429 △429 46,659 83,808

平成19年６月30日　残高（千円） 208,340 128,340 162,717 499,397 △429 △429 46,659 545,626

株式会社ビューティ花壇(3041)平成 19 年６月期決算短信

－ 13 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30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

  

税金等調整前当期純利益  143,484

減価償却費  43,323

のれん償却額  3,512

長期前払費用償却費  1,031

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 △4,272

退職給付引当金の増減額
（△は減少）

 1,150

受取利息及び受取配当金  △2,141

支払利息  3,143

社債発行費  4,117

固定資産除売却損益
（△は益）

 3,265

売上債権の増減額
（△は増加）

 △53,420

たな卸資産の増減額
（△は増加）

 6,452

その他資産の増減額
（△は増加）

 △4,972

その他投資の増減額
（△は増加）

 22,194

仕入債務の増減額
（△は減少）

 5,837

その他負債の増減額
（△は減少）

 69,016

その他  1,556

小計  243,279

利息及び配当金の受取額  1,918

利息の支払額  △1,379

法人税等の支払額  △60,624

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 183,194
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当連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30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

  

貸付金の貸付による支出  △32,600

貸付金の回収による収入  13,140

固定資産の取得による支
出

 △280,277

差入保証金の差入による
支出

 △25,180

差入保証金の回収による
収入

 1,484

営業譲受による支出  △35,851

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △359,284

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  100,000

短期借入金の返済による
支出

 △100,000

長期借入金の返済による
支出

 △10,000

社債の発行による収入  195,882

社債の償還による支出  △60,000

配当金の支払額  △34,160

連結子会社設立に伴う少
数株主からの払込による
収入

 49,408

その他  △15,849

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 125,281

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 1,305

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

 △49,502

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 315,826

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 ※１ 266,324
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．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。

　連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

美麗花壇股份有限公司

株式会社クラウンガーデネックス  

 　美麗花壇股份有限公司は平成18年10

月に、株式会社クラウンガーデネック

スは平成19年５月に新たに設立したた

め、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) 持分法適用会社

 　　 該当事項はありません。

(2) 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、当期純

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当連結財務諸

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。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

  　連結子会社の美麗花壇股份有限公司の

決算日は３月31日、株式会社クラウン

ガーデネックスの決算日は５月31日であ

り、連結決算日と異なっております。当

連結財務諸表の作成にあたっては、決算

日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、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。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

  その他有価証券

時価のあるもの

決算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。

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。

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

株式会社ビューティ花壇(3041)平成 19 年６月期決算短信

－ 16 －



項目
当連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法

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、当社及

び国内連結子会社は平成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。

②　無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定額法

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。

③　長期前払費用

  定額法によっております。

(3）重要な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）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

退職給付引当金

　当社は、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

退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。 
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負

債は、子会社の決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び費用は

子会社の会計期間における期中平均相

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。

(6）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。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

方法は、税抜き方式を採用しており

ます。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。 

６．のれんの償却に関する事

項

 のれんの償却については、その効果の発

現する期間にわたって均等償却を行ってお

ります。 

７．連結キャッシュ・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。 
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(6)注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年６月30日）

 ※１  連結会計年度末日満期手形

　　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。

支払手形 3,272千円

　２　　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連結会計年度末における

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 － 千円

差引額 550,000千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 98,640千円

給料手当 132,323千円

支払手数料 31,696千円

顧問料 42,542千円

減価償却費 28,149千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

ソフトウエア 2,246千円

計 2,246千円

 

※３　本社移転費用の内、主なものは、建物除却損1,019

千円であります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 　当連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 　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）

当連結会計年度増加株

式数（株）

当連結会計年度減少株

式数（株）

当連結会計年度末株式

数（株）

 発行済株式     

　普通株式（注） 12,200 12,200 － 24,400

自己株式     

 　普通株式 － － － －

（注）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。

 　２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 区分  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）
 当連結会
計年度末残
高（千円）

 前連結会
計年度末

 当連結会
計年度増加

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

 （親会社）

 第１回ストック・オプ

ション
普通株式 －　 －　 －　 －　 －　

   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

（円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

 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

 　 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（円）
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成19年９月26日

 定時株主総会  
普通株式 42,090,000  利益剰余金 1,725  平成19年６月30日  平成19年９月27日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度 
（自　平成18年７月１日 
至　平成19年６月30日） 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在）

  （千円）

現金及び預金 266,324  

計 266,324  

預入期間３か月超の定期預金 －  

現金及び現金同等物 266,324  

　２　営業譲受により増加した資産の主な内訳

 　  当連結会計年度に営業譲受により増加した資産の主な

内訳は次のとおりであります。

　 　　　　流動資産 6,722  千円

 　　　　　固定資産 16,816  千円 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

 
生花祭壇
事業

（千円）

生花卸売
事業

（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,486,625 688,355 13,945 3,188,926 － 3,188,926

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 762,709 － 762,709 △762,709 －

計 2,486,625 1,451,064 13,945 3,951,635 △762,709 3,188,926

営業費用 2,111,783 1,341,750 19,908 3,473,443 △437,708 3,035,734

営業利益（又は営業損失） 374,841 109,314 △5,962 478,192 △325,000 153,191

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 744,062 95,275 74,545 913,884 408,946 1,322,830

減価償却費 15,593 1,163 371 17,128 26,195 43,323

資本的支出 88,818 244 12,769 101,832 235,112 336,945

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分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）その他      ……ブライダル、ギフトなどの祝事に関する生花

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、323,537千円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、410,809千円であり、その主なものは、当社で

の余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。
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【所在地別セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,155,180 33,746 3,188,926 － 3,188,926

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 3,155,180 33,746 3,188,926 － 3,188,926

営業費用 2,669,774 42,422 2,712,197 323,537 3,035,734

営業利益（又は営業損失） 485,405 △8,676 476,729 △323,537 153,191

Ⅱ．資産      

資産 787,739 126,144 913,884 408,946 1,322,830

　（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．日本以外の区分に属する主な国又は地域

　アジア…… 台湾

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、323,537千円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、410,809千円であり、その主なものは、当社で

の余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

【海外売上高】

当連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　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。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 20,449円49銭

１株当たり当期純利益金額 2,940円11銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
　2,816円14銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たりの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。

 
当連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり当期純利益金額  

 当期純利益（千円） 71,738

 普通株主に帰属しない金額（千円） －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 71,738

 期中平均株式数（株） 24,400

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

　当期純利益調整額（千円）  －

　普通株式増加額（株） 1,074

　　（うち新株予約権（株）） 　　　　　　　　　　   （1,074）

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

－

（重要な後発事象）

 　　　当連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　　　　　該当事項はありません。

（開示の省略）

　　　 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション、税効果会計、関連当事者との取引

及び企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示

を省略しております。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年６月30日）
当事業年度

（平成19年６月30日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   315,826   159,299  △156,526

２．売掛金   262,466   281,580  19,114

３．商品   2,431   6,539  4,107

４．原材料   12,532   7,180  △5,351

５．仕掛品   323   469  145

６．貯蔵品   16,096   13,774  △2,322

７．前渡金   1,956   -  △1,956

８．前払費用   10,516   13,800  3,284

９．繰延税金資産   5,409   5,083  △326

10．短期貸付金   1,790   21,383  19,592

11．その他   6,206   6,686  479

貸倒引当金   △3,253   △4,308  △1,054

流動資産合計   632,304 64.4  511,489 41.4 △120,814

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  43,712   175,096    

減価償却累計額  △13,759 29,952  △21,147 153,949  123,997

(2）構築物  4,860   4,860    

減価償却累計額  △4,559 300  △4,587 272  △28

(3）車輌運搬具  7,510   7,510    

減価償却累計額  △5,576 1,933  △6,283 1,226  △707

(4）工具器具備品  62,068   86,441    

減価償却累計額  △37,961 24,106  △48,552 37,889  13,782

(5）土地   35,545   127,445  91,900

(6）建設仮勘定   700   3,361  2,661

有形固定資産合計   92,538 9.4  324,144 26.3 231,605
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前事業年度

（平成18年６月30日）
当事業年度

（平成19年６月30日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産         

(1）電話加入権   778   778  -

(2）ソフトウエア   85,549   94,611  9,062

(3）ソフトウエア仮勘定   -   18,724  18,724

無形固定資産合計   86,327 8.8  114,113 9.2 27,786

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   60,000   60,000  -

(2）関係会社株式   15,000   86,481  71,481

(3）出資金   2,034   2,024  △10

(4）差入保証金   47,011   66,080  19,068

(5）長期貸付金   -   4,002  4,002

(6）関係会社長期貸付金   3,000   36,000  33,000

(7）株主、役員又は従業
員に対する長期貸付
金

  1,251   3,936  2,684

(8）固定化債権   50,390   28,775  △21,615

(9）長期前払費用   3,694   4,441  747

(10）繰延税金資産   4,697   4,335  △362

貸倒引当金   △15,927   △10,382  5,545

投資その他の資産合計   171,152 17.4  285,694 23.1 114,541

固定資産合計   350,018 35.6  723,951 58.6 373,933

資産合計   982,322 100.0  1,235,441 100.0 253,119
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前事業年度

（平成18年６月30日）
当事業年度

（平成19年６月30日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   60,238   52,288  △7,950

２．一年以内返済予定長期
借入金

  10,000   10,000  -

３．一年以内償還予定社債   60,000   100,000  40,000

４．未払金   60,029   115,289  55,259

５．未払費用   26,989   35,496  8,507

６．未払法人税等   39,341   52,507  13,166

７．未払消費税等   13,244   16,025  2,780

８．預り金   8,724   19,467  10,742

９．その他   16   1  △15

流動負債合計   278,584 28.4  401,075 32.5 122,490

Ⅱ　固定負債         

１．社債   180,000   280,000  100,000

２．長期借入金   10,000   -  △10,000

３．長期未払金   51,918   40,839  △11,079

４．退職給付引当金   -   1,150  1,150

５．その他   -   2,214  2,214

固定負債合計   241,918 24.6  324,204 26.2 82,285

負債合計   520,503 53.0  725,279 58.7 204,775

         

(純資産の部）         

Ⅰ  株主資本         

  １．資本金   208,340 21.2  208,340 16.9 -

  ２. 資本剰余金         

 　 (1) 資本準備金  128,340   128,340   -

 　　 資本剰余金合計   128,340 13.1  128,340 10.4 -

  ３. 利益剰余金         

 　 (1) 利益準備金  770   770   -

　  (2) その他利益剰余金         

 　　　 繰越利益剰余金  124,368   172,712   48,343

 　 　利益剰余金合計   125,138 12.7  173,482 14.0 48,343

 　　 株主資本合計   461,818 47.0  510,162 41.3 48,343

 　 純資産合計   461,818 47.0  510,162 41.3 48,343

 　 負債純資産合計   982,322 100.0  1,235,441 100.0 253,119
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．技術売上高  1,976,735   2,452,879    

２．商品売上高  691,445 2,668,181 100.0 690,028 3,142,907 100.0 474,726

Ⅱ　売上原価         

１．当期技術原価  1,530,920   1,896,005    

２．商品売上原価         

(1）期首商品たな卸高  1,280   2,431    

(2）当期商品仕入高  556,144   533,713    

合計  557,425   536,145    

(3）期末商品たな卸高  2,431   6,539    

(4）商品売上原価  554,993 2,085,914 78.2 529,606 2,425,612 77.2 339,697

売上総利益   582,266 21.8  717,295 22.8 135,029

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  67,110   98,640    

２．給与手当  100,802   127,042    

３．従業員賞与  12,782   6,853    

４．法定福利費  17,942   20,034    

５．福利厚生費  9,653   9,276    

６．交際費  6,577   13,743    

７．旅費交通費  22,598   24,291    

８．通信費  8,526   11,187    

９．消耗品費  10,573   9,981    

10．リース料  6,977   5,080    

11．車輌費  2,429   2,011    

12．減価償却費  16,604   26,598    

13．支払手数料  9,136   31,663    

14．地代家賃  22,611   23,077    

15．貸倒引当金繰入額  38   -    

16．荷造運搬費  24,362   26,434    

17．業務委託費  15,493   10,616    

18．広告宣伝費  14,579   27,137    

19．顧問料  16,211   40,237    

20．その他  26,589 411,600 15.4 35,450 549,358 17.5 137,758

営業利益   170,666 6.4  167,936 5.3 △2,729
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前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,390   2,093    

２．受取配当金  14   14    

３．仕入割引  852   786    

４．受取地代家賃  -   4,919    

５．保険収入  225   36    

６．助成金収入  -   1,200    

７．その他  1,283 4,766 0.2 436 9,486 0.3 4,720

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  4,797   1,216    

２．社債利息  1,012   1,927    

３．借入手数料  2,159   1,183    

４．社債発行費  －   4,117    

５. 株式公開費用  11,861   5,000    

６．その他  845 20,677 0.8 1,398 14,842 0.5 △5,834

経常利益   154,755 5.8  162,581 5.1 7,825

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  －   61    

２．その他  353 353 0.0 － 61 0.0 △292

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  391   2,246    

２．長期前払費用一括償却  2,916   -    

３．本社移転費用  -   1,728    

４. 支社移転費用  5,500   -    

５．その他  2,029 10,838 0.4 - 3,974 0.1 △6,863

税引前当期純利益   144,270 5.4  158,667 5.0 14,397

法人税、住民税及び事
業税

 51,453   75,474    

法人税等調整額  △6,006 45,446 1.7 689 76,163 2.4 30,717

当期純利益   98,823 3.7  82,503 2.6 △16,319
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(3）株主資本等変動計算書

 　前事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金
利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成17年６月30日　残高

（千円）
80,000 － － － 34,014 34,014 114,014 114,014

事業年度中の変動額

新株の発行 128,340 128,340 128,340    256,680 256,680

剰余金の配当     △7,700 △7,700 △7,700 △7,700

利益準備金の積立    770 △770 － － －

当期純利益     98,823 98,823 98,823 98,823

事業年度中の変動額合計

（千円）
128,340 128,340 128,340 770 90,353 91,123 347,803 347,803

平成18年６月30日　残高

（千円）
208,340 128,340 128,340 770 124,368 125,138 461,818 461,818

 　当事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金
利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成18年６月30日　残高

（千円）
208,340 128,340 128,340 770 124,368 125,138 461,818 461,818

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △34,160 △34,160 △34,160 △34,160

当期純利益     82,503 82,503 82,503 82,503

事業年度中の変動額合計

（千円）
    48,343 48,343 48,343 48,343

平成19年６月30日　残高

（千円）
208,340 128,340 128,340 770 172,712 173,482 510,162 510,162
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

  

税引前当期純利益  144,270

減価償却費  27,118

長期前払費用償却費  1,103

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 38

受取利息及び受取配当金  △2,404

支払利息  5,810

固定資産売却損益  2,744

売上債権の増減額
（△は増加）

 △51,787

たな卸資産の増減額
（△は増加）

 △11,652

その他資産の増減額
（△は増加）

 △110

その他投資の増減額
（△は増加）

 △26,945

仕入債務の増減額
（△は減少）

 39,900

その他負債の増減額
（△は減少）

 13,680

その他  3,247

小計  145,014

利息及び配当金の受取額  2,268

利息の支払額  △4,999

法人税等の支払額  △41,677

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 100,606
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前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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  6,908

固定資産の取得による支
出

 △63,325

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

 △8,963

差入保証金の回収による
収入

 11,893

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 6,107

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

 △440,000

長期借入金の返済による
支出

 △292,676

社債の償還による支出  △60,000

株式の発行による収入  256,680

配当金の支払額  △7,700

その他  △15,970

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △149,666

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

 △42,951

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期末
残高

 315,826
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

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。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品・原材料・貯蔵品

最終仕入原価法

(1）商品・原材料・貯蔵品

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(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

(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

４．繰延資産の処理方法 ──────

 

 

 新株発行費

  支出時に全額費用として処理しており

  ます。

 

社債発行費

  支出時に全額費用として処理しており

  ます。  

 

──────

 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

 

──────

 

貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。 

株式会社ビューティ花壇(3041)平成 19 年６月期決算短信

－ 32 －



項目
前事業年度

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

６．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

７．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。

──────

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、

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

会計処理方法の変更

前事業年度 当事業年度

（自　平成17年７月１日   

  至　平成18年６月30日） 

（自　平成18年７月１日

　　  至　平成19年６月30日）  

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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。

 ──────

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　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。

 ──────
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追加情報

前事業年度 当事業年度

（自　平成17年７月１日   

  至　平成18年６月30日） 

（自　平成18年７月１日

 　  至　平成19年６月30日） 

（外形標準課税制度の適用）

　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。

──────
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