
上場取引所　　　東証マザーズ
ＵＲＬ　http：//www.beauty-kadan.com

ＴＥＬ（03）5776-5850

配当支払開始予定日 平成　年　月　日

１.平成20年６月期第１四半期の連結業績（平成19年７月１日～平成19年９月30日）

(1)　連結経営成績

 

(注)

(3)　連結キャッシュ・フローの状況

円 銭 円 銭 円 銭

-  00 00

-  00

％ ％ ％ ％ 銭

- - - - 43 

21.9 29.6 36.4 31.8 27 

　(注) 当社は、平成19年６月期第３四半期より連結損益計算書を作成しているため、中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

四半期（当期）純利益

1,200  00

１株当たり配当金

１株当たり純資産

14     

銭　

-           -      

-      

１ 株 当 た り 四 半 期

(2)　連結財政状態

総 資 産

 平成19年６月期第１四半期

平成20年６月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当た

り第１四半期純損失であるため記載しておりません。

 平成20年６月期第１四半期

平成19年６月期
-      

2,816       

△254      

2,940      

31      

-       
11      

四半期（当期）純利益
銭　 円　

-           

（ 当 期 ） 純 利 益
円　

-          

-      

潜在株式調整後１株当たり

71

-   
-      -      -   -      

147
-      -      

平成19年６月期
-      

3,188
 平成19年６月期第１四半期

百万円 

855 -      
％ 

△ 5

平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況
平成19年11月９日

問合せ先責任者 （役職名）

上 場 会 社 名
コ ー ド 番 号
代 表 者 （役職名）

　株式会社ビューティ花壇
3041

 平成20年６月期第１四半期
百万円 百万円 

△ 6

（百万円未満切捨て）

（％表示は対前年同四半期増減率）

％ 百万円 ％ 

　当社グループは、平成19年６月期中間会計期間より連結財務諸表を作成しており、平成19年６月期第１四半期については、　四
半期連結財務諸表を作成していないため、各項目の平成19年６月期第１四半期、対前年第１四半期増減率は記載しておりません。

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

△ 6-      
％ 

497             35.7             

純 資 産 自 己 資 本 比 率

153

百万円 百万円 　

18,55761   
％ 円 銭　

-      -   
 平成20年６月期第１四半期 1,267            
 平成19年６月期第１四半期 -                -               -               

平成19年６月期 1,322            545             37.7             

現 金 及 び 現 金

同等物期末残高

20,44949   

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

百万円 

190           
百万円 百万円 

 平成20年６月期第１四半期 △25             △53            △1              
 平成19年６月期第１四半期 -                -               -                

平成19年６月期 183              △359           125              

２.配当の状況

平成20年６月期（予想）

-        1,725    1,725  

年間

平成19年６月期

平成20年６月期

198    

-        

201   

1,569  

3,876  

38     

94     

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

百万円

73    

通　　期

（基準日）

百万円

営業利益売上高

1,826  

3,886  

72     

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）

中 間 期

小田　敬史
高山　浩司

代表取締役社長
取締役管理本部長

（氏名）
（氏名）

1,200    

中間期末 期末

百万円 百万円

経常利益
１株当たり
当期純利益

当期純利益

円

-             
266           

百万円 
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株式会社ビューティ花壇 （3041） 平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

４.その他

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

(2)四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準
(3)最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無
(4)会計監査人の関与

５.個別業績の概要（平成19年７月１日～平成19年９月30日）
(1)　個別経営成績

(注)

％ ％ ％ ％ 銭

14.0 6.0 13.9 20.2 89 

16.1 37.0 43.1 33.6 11 

1,207            470              

１株当たり純資産

46.6             

総 資 産 純 資 産

38.9             19,275
47    919              

 平成20年６月期第１四半期

(2)　個別財政状態

 平成19年６月期第１四半期

91         97      

18         

減率は記載を省略しております。

50      

 平成19年６月期第１四半期

円　 銭　

735 -      12

１ 株 当 た り 四 半 期

 平成20年６月期第１四半期
％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 

△ 12.7

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

（％表示は対前年同四半期増減率）

804 9.4 5 △ 54.4 7 2 894.2
％ 百万円 

-      8

四半期（当期）純利益

-      0

162

-    

平成19年６月期 3,142 167 82

（ 当 期 ） 純 利 益

 平成20年６月期第１四半期
円 銭　

27    

自 己 資 本 比 率

百万円 百万円 　 ％ 

47     1,961  

当期純利益
１株当たり当期純

利益
円

29    

６.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）

平成19年６月期
 平成19年６月期第１四半期 35,072427              

110    4,516  232    

92     中 間 期 1,750 91     

通　　期 3,650 230    

売上高 営業利益 経常利益

百万円 百万円 百万円 百万円

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

1,235            510              41.3             20,908

　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。

平成18年６月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、平成19年６月期第１四半期の対
平成19年６月期 3,381      31      

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれ
ております。その為、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性がある事を御承知おきください。
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株式会社ビューティ花壇 （3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

【定性的情報・財務諸表等】
１.連結経営成績に関する定性的情報

２.連結財政状態に関する定性的情報

（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）

３.業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国の経済は、雇用環境や堅調な個人消費等に支えられ、景気の回復基調は維
持されているものの、一方で原油高をはじめとする原材料価格の高騰や米国のサブプライムローンに端を
発した世界的な金融不安が懸念される状況にありました。

　当社を取り巻く葬儀業界全体の傾向といたしましては、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によ
ると少子高齢化を背景に死亡者数は増加傾向にあります。しかしながら、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を背景とした会葬者の減少や、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から、１件あたりの葬儀単価は下落の傾向が見られます。

　その結果、当第１四半期連結業績は、売上高855百万円、営業損失６百万円、経常損失５百万円、第１四
半期純損失６百万円となりました。

　当社グループは、「花を身近なものとし、美しく豊かな世界を創造する。」という企業理念のもと、冠
婚葬祭あらゆる場面において、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、すべての事業において収益の安定的な成長と適切な利益獲
得を目指してまいります。

　セグメント別に見てみますと、生花祭壇事業は、９月は例年に比べ落ち着いた状況でありましたが、受
注状況は順調でありました。生花卸売事業は、主な取扱い品目が葬儀需要の生花であることから、９月の
販売が予定を大きく下回りました。販売費及び一般管理費については、人員増強による労務費の増加や
2007年10月発売の「假屋崎省吾プレステージライン」の備品消耗品、広告宣伝費等や内部統制のための間
接部門の組織体制の強化等による人件費が発生しましたが、これらは期初の計画に織り込んでおり、計画
通りに推移しております。

　当第１四半期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、本資料の公表時点では中間及び通
期の業績予想に変更はありません。

　花き業界では、2009年４月からの卸売市場における手数料自由化という本格的な規制緩和を控え、卸売
市場の整理淘汰が始まりつつあります。

　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むとともに、2007年10月発売の「假屋崎省吾プレステージ
ライン」など、新商品の企画に取り組んでまいりました。また、生花卸売事業における輸入切花の仕入計
画は、品質も安定し計画通りの進捗状況となっております。

　また、連結子会社２社については、いずれも前連結会計年度下半期に設立しており、現時点では営業損
失を計上しておりますが、期初の計画に織り込んでおり、計画通りの進捗状況となっております。

　当第１四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、190百万円とな
りました。

「連結キャッシュ・フローの状況」

　当第１四半期連結会計期間において営業活動による資金の減少は25百万円となりました。これは、主に
仕入債務の増加19百万円の増加要因がある一方で、法人税等の支払額49百万円の減少要因によるものであ
ります。

　当第１四半期連結会計期間において投資活動による資金の減少は53百万円となりました。これは、主に
固定資産の取得による支出62百万円がある一方で、差入保証金の回収による収入12百万円があったことに
よるものであります。

　当第１四半期連結会計期間において財務活動による資金の減少は１百万円となりました。これは、主に
短期借入れによる収入100百万円がある一方で、社債の償還による支出50百万円、配当金の支払額42百万円
があったことによるものであります。
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

(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

（5)　その他

有形固定資産合計

 ２.無形固定資産

（1)　ソフトウエア

（2)　

（3)　のれん

（4)　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

５.四半期連結財務諸表等（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

100.01,322,830   100.0

投資その他の資産
合計

1,267,934  

186,582     

50.7679,562     53.6 670,213      

186,931      

△10,382    

14.1

△13,114   

14.8

9.99.8 130,299      

1,055         

90,732       

13,171       

18,724       

124,770     

96,470       

352,982      26.7

127,445     127,445      

△54,190  53,982       △49,709    54,920       

3,739         

108,172    104,629      

10,248        

△6,817    3,555        △6,509      

10,373     

163,516      △30,093  159,377     △26,099    

189,471    189,616      

588,372     46.4 652,616      49.3

△4,568     

47,115       40,380       

5,125         

△4,525      

315,674      

23,078       29,636       

190,114     

322,389     

266,324      

構成比
（％）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

金額（千円）

当第１四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

10,243       

構成比
（％）

59,450       

区分 金額（千円）

60,000       

23,847       

68,457       

73,528       

5,398        

62,840       

4,335         

29.0

63,000       

3,361         

ソフトウエア仮勘定 19,810       

368,209     

14,049       

1,055        
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

注記
番号

　（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １.支払手形及び買掛金 ※１

 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

  流動負債合計

Ⅱ 固定負債

 １.社債

 ２.長期未払金

 ３.退職給付引当金

 ４.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

12.3

△0.0 0.1

114,421     

区分 金額（千円）

162,717    9.0

構成比
（％）

86,059       

100,000     

構成比
（％）

金額（千円）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

65,973      

10,000      5,000        

96,763       143,713    

100,000     100,000    

34.2499,384     39.4 452,999    

280,000    230,000     

24.5271,276     21.4 324,204    

40,839      

9.7128,340    

16.5 208,340    15.8208,340     

58.7777,203    60.8770,660     

　　社債

 ３.一年以内返済予定

 ４.一年以内償還予定

　　長期借入金

52,524      

-              

79,039       80,788      

12,331       

20,188       

2,214        2,214        

36,757       

2,305        1,150        

41.3

 　 株主資本合計 499,397    37.8

1,703        △429       

128,340     10.1

451,101     35.6

0.1

100.01,322,830  

497,273     39.2

1,267,934  100.0

545,626    

3.544,467       3.5

△0.0 評価・換算差額等合計

 純資産合計

-              

1,703        △429       

46,659      
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

(2)　四半期連結損益計算書

（自 （自

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

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.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.賃貸不動産費用

５.その他

Ⅵ 特別利益

１.貸倒引当金戻入益

Ⅶ 特別損失

１.固定資産除却損 ※２

２.本社移転費用 ※３

　税金等調整前第１四半期

　純損失（△）又は税金等

　調整前当期純利益

　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１四半期純損失（△）

　又は当期純利益

709         

2,169       

-             

503         

-             

3,157        

△5,589     △0.7  

2,141         

4,919         

1,200         

3,066         

61              

0.2     

-             

-       61             -              

279         

1,109       

-             

-             

2,035        

5,000         

4,117         

9,533         1,272         

3,143         

0.3     0.3     

4.5     143,484     

0.0

15,327       0.5     

4.6     

※１

当第１四半期連結会計期間
前 連 結 会 計 年 度 の

要 約 連 結 損 益 計 算 書

855,184     100.0  3,188,926   

4,392         0.1     

71,738       
2.2     

646            76,138       2.4     

75,492        

2,246         

1,728         

147,397     

100.0  

4.8     

77.2   

22.8   

18.0   

153,191     

727,439     

574,247     

2,461,486   

△6,205     
△0.7  

11,122     

金額（千円）
百分比
（％）

△0.8  

689,914     80.7   

平 成 19年 ９ 月 30日

平 成 18年 ７ 月 １ 日平 成 19年 ７ 月 １ 日

百分比
（％）

平 成 19年 ６ 月 30日

金額（千円）

4,324        0.5     

△6,181   4,940        △0.5  

区分

　営業利益又は営業損失（△）

19.3   

20.1   

165,270     

171,982     

△5,589     △0.7  

△6,711     

-             -              3,974         0.1     -       

　経常利益又は経常損失（△）

422         -               
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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９月30日）

平成19年６月30日残高

平成19年９月30日残高

至

平成18年７月1日残高

平成19年６月30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

2,133         

△429        

△6,205     

当第１四半期連結会計期間

△6,205     

128,340     162,717     

△42,090   

△429        

資本金 資本剰余金

2,133        

2,133        △2,191        

1,703        

△42,090   

451,101     1,703         44,467         

2,133         △2,191        △48,295   

497,273     

△6,205     

△48,352   

△57         

△42,090   

46,659         545,626     

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19年７月１日

499,397     208,340     

株主資本

株主資本

114,421     

△48,295   

評価・換算差額等

　(千円)　

　(千円)　
208,340     128,340     

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

-              -              

四半期連結会計期間中の
変動額

（自 平成18年７月１日 平成19年６月30日）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書

208,340     128,340     125,138     461,818     -              -               -                 461,818     

△34,160   △34,160   △34,160   

71,738       71,738       71,738       

△429        △429        46,659         46,229       

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

162,717     499,397     

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 為替換算
調整勘定

評価・換算差
額等合計合計

株主資本

連結会計年度中の変動額
合計（千円）

　(千円)　
△429        △429        46,659         545,626     208,340     128,340     

当期純利益

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

剰余金の配当

四半期純損失

株主資本以外の項目の
四半期連結会計期間中
の変動額（純額）

剰余金の配当

　(千円)　

連結会計年度中の変動額
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(4)　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（自 （自
至 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１四半期純損失（△）

　又は税金等調整前当期純利益

　減価償却費

　のれん償却額

　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）

　退職給付引当金の増減額（△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

　投資有価証券の取得による支出

　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

　営業譲受による支出

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ
※１

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,255                       

1,556                             

1,918                             

67                                

69,016                            

243,279                          

12,126                          1,484                             

554                               

△1,379                          

636                               

25,279                          

△25,282                       183,194                          

△280,277                       

△49,833                       △60,624                        

△1,364                         

-                                  195,882                          

　連結子会社設立に伴う少数株主

△42,090                       △34,160                        

△50,000                       △60,000                        

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

当第１四半期連結会計期間 キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度の要約連結

現金及び現金同等物の第１四半期末（期
末）残高

190,114                         266,324                          

3,583                            1,305                             

266,324                         315,826                          

△4,082                         △15,849                        

△1,172                         125,281                          

△53,338                       △359,284                       

-                                  △100,000                       

△5,000                         △10,000                        

-                                  △35,851                        

100,000                         100,000                          

区分

-                                   

△2,141                          

1,109                            

43,323                            15,764                          

309                               

2,768                            

1,031                             

△4,272                          

1,155                            1,150                             

△5,589                         143,484                          

878                               3,512                             

△53,420                        △5,483                         

平成18年７月１日

金額（千円） 金額（千円）

平成19年７月１日
平成19年９月30日） 平成19年６月30日）

20,188                          

△709                            

-                                  

-                                  

3,143                             

4,117                             

3,265                             

△76,209                       △49,502                        

△32,600                        

13,140                            

-                                  

703                               

△1,549                         △25,180                        

△62,172                       

-                                   

-                                   △3,000                         

6,452                             

△14,546                       

22,194                            

19,402                          5,837                             

△6,338                         △4,972                          

6,558                            
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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 ２社 連結子会社の数 ２社

２

３

４

①有価証券 ①有価証券

その他有価証券     そのその他有価証券

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

②たな卸資産 ②たな卸資産

   a 商品・原材料・貯蔵品    a 商品・原材料・貯蔵品

　最終仕入原価法

     b  仕掛品      b  仕掛品

　個別法による原価法      同左

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。

     同左

持分法適用会社

　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。

同左

     同左

第１四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１四半期純損益（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
も当第１四半期連結財務諸表
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。

（2）

　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。

(1)重要な資産の評価基準及び評価
方法

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１
四半期決算日（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１四半期決算日は６
月30日、株式会社クラウンガー
デネクスの第１四半期決算日は
８月31日であり、第１四半期連
結決算日と異なっております。
　当第１四半期連結財務諸表の
作成にあたっては、第１四半期
決算日現在の財務諸表を使用し
ております。ただし、第１四半
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。

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

　美麗花壇股份有限公司

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。

当第１四半期連結会計期間

持分法適用会社

　該当事項はありません。

（自　平成19年７月１日
　  至　平成19年９月30日）

連結子会社の名称

　株式会社クラウンガーデネックス

前連結会計年度

　  至　平成19年６月30日）
（自　平成18年７月１日

持分法を適用していない関連会社

  すべての子会社を連結してお
ります。

連結子会社の名称

　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。

　美麗花壇股份有限公司

（1）
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①有形固定資産

②無形固定資産

③長期前払費用

社債発行費

貸倒引当金 貸倒引当金

賞与引当金

退職給付引当金 退職給付引当金

(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

前連結会計年度
（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

(3)

　支出時に全額費用として処理
しております。

 同左

当第１四半期連結会計期間

　定額法によっております。

(3)重要な繰延資産の処理方法

（自　平成19年７月１日
　  至　平成19年９月30日）

(4)重要な引当金の計上基準

　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。

　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)重要な減価償却資産の減価償却の
方法

　外貨建金銭債権債務は、第１四
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、子会社の第１四半期決算日の
直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は子会社の第１
四半期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。

 同左

重要な繰延資産の処理方法

  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。

　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
の事業年度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。

同左

(4)重要な引当金の計上基準

(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

　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。

  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、当第１四半期連結会計期間末
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。

  従業員の賞与の支給に備えて、
賞与支給見込額の当第１四半期連
結会計期間負担額を計上しており
ます。

③長期前払費用

①有形固定資産

同左

②無形固定資産
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消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

５

６

７  
同

　  至　平成19年６月30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

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)重要なリース取引の処理方法

(7)その他連結財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

(6)重要なリース取引の処理方法

（自　平成19年７月１日
　  至　平成19年９月30日）

前連結会計年度当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日

(7)その他第１四半期連結財務諸表
作成のための基本となる重要な
事項

　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。

四半期連結キャッ
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

のれん及び負のの
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。

　　　　　同左

　　　　　同左

　　　　　同左

　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。

　　　　　同左
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

※ １ ※ １

２ ２

（四半期連結損益計算書関係）

※ １ ※ １

※ ２ ※ ２

※ ３ ※ ３

支払手数料

千円

千円

顧問料 42,542千円

31,696

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。

固定資産除却損の内容は、次のとお
りであります。

計 2,246千円

千円

（自　平成18年７月１日

550,000千円

給料手当 132,323千円

販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 98,640

減価償却費 10,842

支払手数料 8,168千円

顧問料 11,884千円

賞与引当金繰入額

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

ソフトウエア 2,246千円

（自　平成19年７月１日

役員報酬 21,540千円

販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 48,834

　  至　平成19年９月30日） 　  至　平成19年６月30日）

千円千円 減価償却費 28,149

当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

450,000千円 差引額差引額

当座貸越極度額 550,000千円

借入実行残高 -千円

千円

千円借入実行残高 100,000

当座貸越極度額 550,000

（平成19年９月30日） （平成19年６月30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。
これら契約に基づく当第１四半期連
結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。

　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。

四半期連結会計期間末日満期手形 連結会計年度末日満期手形

 支払手形 3,272千円 支払手形 12,697千円

　当第１四半期連結会計期間末日満
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、当第１四半期連結会計
期間末日が金融機関の休日であった
ため、次の第１四半期連結会計期間
末日満期手形が第１四半期連結会計
期間末残高に含まれております。

千円

貸倒引当金繰入額 千円

3,430

2,768
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

（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

自己株式

普通株式

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

（自 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

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

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

平成19年７月１日 平成19年９月30日）　当第１四半期連結会計期間

当第１四半期連結会計
期間末株式数（株）

前連結会計年度末
株式数（株）

当第１四半期連結会計
期間増加株式数（株）

-                 -                 

当第１四半期連結会計
期間減少株式数（株）

24,400             24,400            

-                 -                 -                 -                  

決議 株式の種類

 平成19年９月26日

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

効力発生日
配当金の総額 １株当たり配当額
（円） （円）

基準日

当連結会計年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度

12,200            12,200            -                 24,400             

-                 -                 -                 -                  

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。

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 （千円）

提出会社 第１回ストック・
オプション

普通株式 -         -         -         -         -              
（親会社）

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） （円）

平成18年６月30日 平成18年９月29日
 定時株主総会

 平成18年９月28日
普通株式     34,160,000         2,800

　前連結会計年度 平成18年７月１日

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）
当第１四半期連結
会計期間末残高前連結会計

年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末 （千円）

提出会社 第１回ストック・
オプション

普通株式 -         
（親会社）

-         -         -         -              

13



株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ ※１

預入期間３ヶ月 預入期間３ヶ月
超の定期預金 超の定期預金
現金及び現金同 現金及び現金同
等物 等物

２ ２

-         

190,114   

　  固定資産 16,816 千円  

 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  

266,324   

(千円)

現金及び預金 190,114   

計 190,114   

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)

現金及び現金同等物の第１四半期期末
残高と第１四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９月30日現在)

(千円)

現金及び預金 266,324   

計 266,324   

-         

　  至　平成19年９月30日） 　  至　平成19年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度
（自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１日
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

（リース取引関係）

１． １．

(1) (1)

(2) (2)

　１年内 千円

　１年内 千円 　１年超 千円

　１年超 千円 千円

千円

(3) (3)

千円 千円

千円 千円

千円 千円

(4) (4)

(5) (5)

２． ２．

　１年内 千円 　１年内 千円

　１年超 千円 　１年超 千円

千円 千円

（減損損失について） （減損損失について）

合計 10,785   

未経過リース料第１四半期期末残
高相当額等 未経過リース料期末残高相当額

未経過リース料第１四半期期末残
高相当額 8,775     

37,821   

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

3,182     

7,602     

減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法

減価償却費相当額 7,507     

支払利息相当額 5,665     

同左

同左

合計 46,596   

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

支払リース料 11,032   

未経過リース料期末残高相当額等

合計 54,67710,62644,051

工具器具
備品

6,1642,3613,802

（千円） （千円） （千円）

車輌運搬
具

48,5138,26440,248

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（借主側）

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

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     

6,807     

合計 9,989     

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

4,005     

2,711     

1,940     

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

6,164

合計 54,677

35,400   

9,130     

合計 44,531   

前連結会計年度
（自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１日

（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（借主側）

当第１四半期連結会計期間

第１四半
期期末残
高相当額

13,33741,340

10,69037,823

2,6473,517

同左

　  至　平成19年９月30日）

（千円）

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１四半期期末残
高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

48,513

　  至　平成19年６月30日）
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

（ ）

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

満期保有目的の債券

　非上場社債

その他有価証券

　非上場株式

（ ）
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 ）
該当事項はありません。

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末 平成19年９月30日

平成19年６月30日　前連結会計年度末

60,000                  

3,000                   

（デリバティブ取引関係）
平成19年７月１日 平成19年９月30日

種類

　当第１四半期連結会計期間

　第１四半期連結貸借対照表

　計上額（千円）

種類

60,000                  

連結貸借対照表計上額（千円）

　前連結会計年度 平成18年７月１日 平成19年６月30日
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

（自 至 ）
当第１四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。

　前連結会計年度 （自 至 ）

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。

（注）株式数に換算して記載しております。

 (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）

前連結会計年度末

付与

失効

権利確定

未確定残

　権利確定後 （株）

前連結会計年度末

権利確定

権利行使

失効

未行使残

（注）付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

（円）

（円）

（円）

（ストック・オプション等関係）

株式の種類別のストック・オ
プションの数（注）

 普通株式　1,200株

  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。

第１回ストック・オプション

　当第１四半期連結会計期間 平成19年７月１日 平成19年９月30日

平成18年７月１日 平成19年６月30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。

付与対象者の区分及び人数  当社従業員111名

付与日 平成17年９月27日

権利行使期間 平成19年９月28日～平成22年９月28日

対象勤務期間 平成17年９月27日～平成19年９月28日

　当連結会計年度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

1,166                        

-                            

46                           

-                            

1,120                        

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

第１回ストック・オプション

10,000                       　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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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

 【事業の種類別セグメント情報】

至 ）

Ⅰ.売上高及び営業利益
売上高

(1)
(2)

営業費用

営業利益又は営業損失

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)その他　　　　……　ブライダル、ギフトなどの祝事に関する生花、園芸装飾、造園等の緑化事業

　　　　　　　　　　商品

３.

（自 至 ）

Ⅰ.売上高及び営業利益
売上高

(1)

(2)

営業費用

営業利益又は営業損失

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)その他　　　　……　ブライダル、ギフトなどの祝事に関する生花

３.

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。

（注）

△325,000       △5,962      478,192      153,191       374,841        109,314       

3,951,635    △762,709       3,188,926     

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

計 2,486,625     1,451,064     13,945        

△762,709       -                 762,709      

前連結会計年度 平成18年７月１日 平成19年６月30日

生花祭壇事業 生花卸売事業 その他

（千円）

計

（千円） （千円） （千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

セグメント間の内部売上
高又は振替高

-                 762,709       -                

（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の金額は、76,543千円であり、その主
なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

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

計 647,878        377,762       1,071,869    

-                 208,594       216,684      △216,684       -                 

外部顧客に対する売上高 647,878        

（千円）

セグメント間の内部売上
高又は振替高

（千円）

当第１四半期連結会計期間

（セグメント情報）

平成19年７月１日

169,167       855,184      -                    855,184       38,138        

△216,684       

連結

（千円） （千円） （千円） （千円）

消去又は全社その他生花祭壇事業 生花卸売事業

△138,881       

71,091        △77,803         

52,075        

△5,847      

591,262        

8,089          

平成19年９月30日

357,440       1,000,778    

計

46,228        

（自

△6,711       56,616         20,321         

855,184       

861,896       
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

 【所在地別セグメント情報】

（自 至 ）

Ⅰ.売上高及び営業利益

売上高

(1)

(2)

営業費用

営業利益又は営業損失

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.

（自 至 ）

Ⅰ.売上高及び営業利益

売上高

(1)

(2)

営業費用

営業利益又は営業損失

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.

 【海外売上高】

（自 至 ）

（自 至 ）

前連結会計年度 平成18年７月１日 平成19年６月30日

（注）

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、76,543千円であり、その主
なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

連結

（千円）

855,184           

-                    

855,184           

861,896           

△6,711           

76,543        

78,909         △9,077       69,831        △76,543     

749,630        35,722         785,353      

828,539        26,645         855,184      -               計

855,184      -               

セグメント間の内部売上
高又は振替高

-                 -                -                -               

外部顧客に対する売上高 828,539        26,645         

消去又は全社

（千円） （千円） （千円） （千円）

日本 アジア 計

平成19年７月１日当第１四半期連結会計期間 平成19年９月30日

当第１四半期連結会計期間 平成19年７月１日 平成19年９月30日

（千円） （千円）

日本 アジア

　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。

　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。

前連結会計年度 平成18年７月１日 平成19年６月30日

消去又は全社

（千円） （千円）

計

3,188,926    -               

セグメント間の内部売上
高又は振替高

-                 -                -                -               

外部顧客に対する売上高 3,155,180     33,746         

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

323,537      

485,405        △8,676       476,729      △323,537   

2,669,774     42,422         2,712,197    

（注）

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。

連結

（千円）

3,188,926        

-                    

3,188,926        

3,035,734        

153,191           
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第１四半期財務・業績の概況

（１株当たり情報）

　
（注）

( ) )

定時株主総会特別決議

新株予約権

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間 （自 至 平成19年９月30日 ）

　該当事項はありません。

前連結会計年度 （自 至 平成19年６月30日 ）

　該当事項はありません。

-             

71,738        

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

 2,816 円 14 銭 

１株当たり第１四半期純損失金額又は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。

第１四半期純損失（△）又は当期純
利益（千円）

△ 6,205

　  至　平成19年９月30日）　  至　平成19年６月30日）

71,738        

-             

-             

1,074         

1,074(        

24,400        

（自　平成19年７月１日
　  至　平成19年９月30日）

　なお、潜在株式調整後１株当たり第１
四半期純利益金額については、潜在株式
は存在するものの１株当たり第１四半期
純損失であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 18,557 円 61 銭 

１株当たり第１四半
期純損失金額

254 円 31 銭 

（自　平成18年７月１日

（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 

（自　平成19年７月１日
前連結会計年度当第１四半期連結会計期間

１株当たり当期純利
益金額

 2,940 円 11 銭 

前連結会計年度

期中平均株式数 （株）

普通株式に係る第１四半期純損失
（△）又は当期純利益（千円）

24,400

-            

△ 6,205

普通株式に帰属しない金額 （千円）

１株当たり第１四半期純損失金額又は１
株当たり当期純利益金額

当第１四半期連結会計期間

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額

（うち新株予約権（株）)

当期純利益調整額（千円） -            

普通株式増加数 （株） -            

-        

平成19年７月１日

平成18年７月１日

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１四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式の概要

平成17年９月27日

(ストック・オプション) 1,114株
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第１四半期財務・業績の状況

(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 919,019    

投資その他の資産
合計

100.01,235,441  100.01,207,688  100.0

23.1

348,430    37.9 58.6731,775     60.6 723,951    

280,933     23.2 285,694    167,861    18.3

△15,423   △13,114   △10,382   

85,040      9.2 109,528     9.1 114,113    9.2

20,588       19,502      778          

84,262      88,939       94,611      

26.3341,314     28.3 324,144    95,529      10.4

2,666        23,847       3,361        

127,445     127,445    35,545      

△40,024   23,199      △51,839   37,892       △48,552   37,889      

86,441      63,224      89,731      

△5,753    1,756        △6,392    1,118        △6,283    1,226        

7,510        7,510        7,510        

△4,566    293          △4,593    266           △4,587    272          

153,949    

4,860        4,860        4,860        

△24,473   150,743     △21,147   

47,168      175,216    175,096    

62.1 475,912     39.4 511,489    41.4

△4,448     

48,925       41,870      

5,083        

△4,308    

8,918        

42,788      

281,580    

20,260       27,964      

159,299    

287,486    290,774     

216,429    110,111     

10,289       

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19年６月30日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年９月30日）

60,000      

△3,566    

△15,101   

86,481       -              

570,588    

32,066      

18,531      

前第１四半期会計期間末

60,000       

（平成18年９月30日）

60,000      

86,481      

54,378      53,980       66,080      

６.四半期財務諸表等（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

40,237      39,031       28,775      

4,335        4,440        5,398        

50,404      

区分 金額（千円） 金額（千円）
構成比
（％）

24,228      49,155       
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第１四半期財務・業績の状況

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.退職給付引当金

 ５.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

（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。

-              

区分 金額（千円）

　　社債

 ３.一年以内返済予定

 ４.一年以内償還予定

10,000      
　　長期借入金

構成比
（％）

2,305        

前第１四半期会計期間末

（平成18年９月30日）

66,825      

285,166    

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19年６月30日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年９月30日）

金額（千円）

66,561      67,868       52,288      

-              100,000     -              

5,000        

93,718       115,289    

32.531.0 466,095     38.6 401,075    

280,000    230,000     150,000    

26.2271,276     205,968    22.4 22.5 324,204    

208,340    22.7

491,135    58.7725,279    61.1737,372     53.4

10,000      

60,000      100,000     100,000    

52,507      

-              

53,574      67,040       70,990      

12,762      

15,443      

12,279       

20,188       

40,839      

-              2,214        2,214        

-              1,150        

5,000        

50,968      

-              

36,757       

510,162    41.3

 　 資本剰余金合計

16.9208,340     17.2 208,340    

427,884    46.6 470,316     

14.0

510,162    41.3

173,482    14.0

128,340    10.4

38.9

46.6

128,340     10.6

128,340    

11.1

100.01,235,441  

470,316     38.9

1,207,688  100.0

133,636     

その他利益剰余金

172,712    

770          

90,434      

128,340    

128,340    

繰越利益剰余金

919,019    

 　 利益剰余金合計

 純資産合計 427,884    

  株主資本合計

100.0

91,204      9.9

128,340    

770          

132,866    

770          
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第１四半期財務・業績の状況

(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１四半期
 （当期）純利益

　法人税、住民税
  及び事業税

  法人税等調整額

　第１四半期（当
　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。

689          76,163      2.4

82,503      2.6

75,474      

3,974        0.1

158,667    5.0

5.1

61            0.0

162,581    

100.0

5.3

0.3

0.5

77.2

22.8

17.5

804,854     100.0 3,142,907  

167,936    

9,486        

717,295    

549,358    

2,425,612  

14,842      

11,070      

金額（千円）
百分比
（％）

前事業年度の要約損益計算書

平成19年９月 30日
平成18年７月 1日

当第１四半期会計期間
平成19年７月 1日

百分比
（％）

平成19年６月30日

△6,270    4,799        0.6

2,244        0.3

100.0735,438    

前第１四半期会計期間
平成18年７月 1日
平成18年９月30日

7,044        0.9

区分 金額（千円） 金額（千円）
百分比
（％）

-              -　

599,428    81.5

0.7

663,158     82.4

136,010    17.6

16.9

0.5

2,375        

7,044        

-              

0.3

0.9

-　

12,262      

1,819        

6,013        

141,695     

136,104     

5,591        

3,828        

18.5

1.7

0.2

0.8

8,035        

0.0

1.1△3,251    

16.8

1.1

1.1

0.0

-　-              

8,068        

192          

123,747    

8,261        

11,286      

225          
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第１四半期財務・業績の状況

(3)　四半期株主資本等変動計算書
至 平成18年９月30日 ）

平成18年６月30日残高

（千円）

（千円）

平成18年９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。

至 平成19年９月30日 ）

平成19年６月30日残高

（千円）

（千円）

平成19年９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。

前事業年度の株主資本等変動計算書 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日 ）

平成18年６月30日残高

（千円）

（千円）

平成19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。

-                

資本剰余金 利益剰余金

（自

770             132,866       

△42,090     

2,244          

-                △39,845     

△42,090     

資本準備金
資本剰余金

173,482       

△39,845     

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

172,712       

利益準備金

128,340       128,340       

△42,090     

82,503        

124,368       

利益準備金

その他利
益剰余金

2,244          

133,636       470,316       470,316       

2,244          

△39,845     △39,845     

2,244          

純資産合計
資本金

82,503        82,503        

125,138       

△34,160     

繰越利益
剰余金

合計

株主資本
合計

純資産合計

△42,090     

461,818       461,818       

510,162       510,162       

株主資本

利益剰余金
合計

当第１四半期会計期間

770             

合計

208,340       

（自 平成19年７月１日

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本金

四半期会計期間中の変動
額

　剰余金の配当

　四半期純利益

四半期会計期間中の変動
額合計

208,340       128,340       128,340       

-                -                

770             

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金 利益剰余金
合計

事業年度中の変動額

　当期純利益 82,503        

△34,160     △34,160     　剰余金の配当

48,343        48,343        48,343        
事業年度中の変動額合計

-                -                -                48,343        

208,340       128,340       128,340       770             172,712       173,482       510,162       510,162       

-                

208,340       128,340       128,340       

△34,160     

前第１四半期会計期間 （自 平成18年７月１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
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

合計

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

四半期会計期間中の変動
額

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

　四半期純利益 225             225             225             225             

四半期会計期間中の変動
額合計 -                -                -                -                △33,934     △33,934     △33,934     △33,934     

208,340       128,340       128,340       770             90,434        91,204        427,884       427,884       

24



株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第１四半期財務・業績の状況

(4)　四半期キャッシュ・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

　税引前第１四半期純利益

　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

　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

　長期借入金の返済による支出

　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の増減額(△は減少)

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1四半期期末残高 216,429                           

△99,396                         

315,826                           

△72,883                         

△3,723                           

△34,160                         

△30,000                         

△5,000                           

△26,686                         

△8,440                           

697                                 

△37,865                         

172                                 

△8,839                           

△10,600                         

896                                 

△576                              

12,853                            

△657                              

区分

△25,020                         

539                                 

8,261                              

8,740                              

256                                 

△192                              

15,443                            

前第１四半期会計期間
平成18年７月１日
平成18年９月30日）

金額（千円）

496                                 

12,720                            

378                                 

37,718                            

△12,080                         

10,153                            

6,322                              
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(5)　注記事項等

１ （1） 有価証券 （1） （1） 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

　 時価のないもの

（2） たな卸資産 （2） （2）

 商品・原材料・貯蔵品

　　最終仕入原価法

 仕掛品

　 個別法による原価法

２ （1） （1） （1）

（2） （2） （2）

（3） （3） （3）

３

４ （1） （1） （1）

（2） （2） （2）

（3） （3） （3）

商品・原材料・貯蔵品

仕掛品

　　時価のないもの

　　　　　 同左　　

　　　　　 同左　　

無形固定資産

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

たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

仕掛品

たな卸資産

退職給付引当金

  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。

長期前払費用

定額法によっております。

賞与引当金

退職給付引当金

賞与引当金

貸倒引当金 貸倒引当金

　　　　　同左　　

   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。

  従業員の賞与の支給に備え
て、賞与支給見込額の当第１
四半期会計期間負担額を計上
しております。

  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、当第１四半期会計期間末
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。

　　　　  同左　　 　　　　　 同左　　

貸倒引当金

社債発行費

固定資産の減価償
却方法

　　　　　同左　　

　　　　　同左　　

　　　　　同左　　

　　　　　同左　　

有形固定資産

　移動平均法に基づく原
価法を採用しておりま
す。

有形固定資産

繰延資産の処理方
法

引当金の計上基準

  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。

前第１四半期会計期間

　　　　　同左　　

　　　　　同左　　

　　　　　 同左　　

　　　　　 同左　　

有形固定資産

無形固定資産

長期前払費用

無形固定資産

  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。

  定率法によっております。

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18年７月１日
　  至　平成18年９月30日）

（自　平成19年７月１日
　  至　平成19年９月30日）

　支出時に全額費用として処理
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。

　　　　　同左　　 　　　　　 同左　　

長期前払費用

　 移動平均法に基づく原価法 　　　　　 同左　　

　　　　　 同左　　

当第１四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年６月30日）

　　　　　同左　　

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度

  第１四半期決算日の市
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。
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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

 （四半期貸借対照表）

同左　　

　「関係会社株式」は、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１四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１四半期会計期間末の「関係
会社株式」の金額は15,000千円でありま
す。

（自　平成18年７月１日 （自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１日
　  至　平成18年９月30日） 　  至　平成19年９月30日） 　  至　平成19年６月30日）

表示方法の変更
前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度

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

  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　　

（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年６月30日）

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　　

  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。

リース取引の処理方
法

（自　平成18年７月１日
　  至　平成18年９月30日）

（自　平成19年７月１日
　  至　平成19年９月30日）

前事業年度当第１四半期会計期間前第１四半期会計期間
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注記事項

※ １． （固定化債権） ※ １． ※ １．

２． ２． ２．

※ ３． 消費税等の取扱い ※ ３． ※ 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

（固定化債権）

　　　　同左

（固定化債権）

消費税等の取扱い消費税等の取扱い

　　　　同左

借入実行残高 -千円

550,000

千円受取使用料

減価償却費 554千円

290千円

837千円

株式公開費用賃貸不動産費用

社債利息

5,000千円

受取地代家賃 4,919千円

社債発行費 4,117千円

1,216千円

1,927千円

千円

無形固定資産 5,152千円 無形固定資産 6,897千円 無形固定資産 22,258千円

6,726千円 有形固定資産 19,248有形固定資産 3,588千円 有形固定資産

固定資産除却損

支払利息

社債利息

422千円

271千円

借入手数料

（自　平成18年７月１日 （自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１日
　  至　平成18年９月30日） 　  至　平成19年９月30日） 　  至　平成19年６月30日）

286千円 借入手数料

株式公開費用 5,000千円

千円

受取利息

千円

支払利息 315千円

社債利息 224

657

521

千円

千円千円 受取利息

支払利息

受取地代家賃 2,169

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 550,000千円当座貸越極度額 550,000千円

借入実行残高 100,000千円

（四半期貸借対照表関係）

（平成18年９月30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。これらの契約に基づく当第１
四半期会計期間末の借入未実行残
高は次のとおりであります。

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 前事業年度末
（平成19年９月30日） （平成19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。

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。これらの契約に基づく当第１
四半期会計期間末の借入未実行残
高は次のとおりであります。

千円

-千円借入実行残高

当座貸越極度額 550,000

2,093

差引額 差引額

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

907千円 受取利息

550,000千円

  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。

（四半期損益計算書関係）

450,000千円

　　　　同左

千円差引額

前事業年度

2,246千円

本社移転費用 1,728
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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

自己株式

普通株式

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

配当金支払額

（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 ）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ ※

現金及び預金

現金及び現金同

等物

明治33年1月0日

現金及び現金同等物の第１四半期
期末残高と第１四半期貸借対照表
に掲記されている科目の金額との
関係

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

　  至　平成18年９月30日） 明治33年1月0日

0
（自　平成18年７月１日 明治33年1月0日 明治33年1月0日
前第１四半期会計期間 0

　(平成18年６月30日現在)

(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   
216,429   

預入期間３ヶ月
超の定期預金

-         

計 216,429   

216,429   

　(平成18年９月30日現在)

(千円)

　前事業年度 平成18年７月１日 平成19年６月30日

該当事項はありません。

（四半期株主資本等変動計算書関係）

　当第１四半期会計期間 平成19年７月１日 平成19年９月30日

前事業年度末株式数

第１回ストック・オプション

12,200            

-                 -                 -                 -                 

12,200            -                 -                 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第１四半期会
計期間末残高

前事業年度末
当第１四半期
会計期間増加

当第１四半期
会計期間減少

当第１四半期
会計期間末 （千円）

- -             

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）

普通株式

（円）

 平成18年９月28日
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

 定時株主総会

　前第１四半期会計期間 平成18年７月１日 平成18年９月30日

-- -         

新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）（株）

- -             合計 - -         -
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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）

　同左

　同左

　同左

7,602     

利息相当額の算定方法

　同左

減価償却費相当額の算定方
法

減価償却費相当額の算定方
法

利息相当額の算定方法

　同左

合計 10,785   

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

3,182     

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

10,982   

7,461     

5,655     

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

8,285     

35,538   

合計 43,823   

未経過リース料期末残高相当額

合計 51,513 10,264 41,248 

工具器具
備品

3,000 2,000 1,000 

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（借主側）

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

48,513 8,264 40,248 

未経過リース料

3,182     

6,807     

合計 9,989     

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

オペレーティング・リース取引

3,855     

2,575     

1,910     支払利息相当額

　同左

車輌運搬
具

33,242   

合計 41,878   

48,513 

工具器具
備品

3,000 

合計 51,513 

未経過リース料第１四半期期末残
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（借主側）

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１四半期期末残
高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

第１四半
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。

8,635     

3,870 19,009 

未経過リース料第１四半期期末残
高相当額等

未経過リース料第１四半期期末残
高相当額

未経過リース料第１四半期期末残
高相当額

9,843     

2,320 17,559 

3,000 1,550 1,450 

16,150   

19,793   

未経過リース料

3,130     

車輌運搬
具

工具器具
備品

合計

19,880 

22,880 

減価償却
累計額相
当額

第１四半
期期末残
高相当額

（千円） （千円）

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度
（自　平成18年７月１日 （自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１日

　  至　平成18年９月30日） 　  至　平成19年９月30日） 　  至　平成19年６月30日）

3,643     

12,840 38,673 

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（借主側）

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１四半期期末残
高相当額

取得価額
相当額

（千円）

合計 12,974   

（リース取引関係）

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

1,532     

10,690 37,823 

2,150 850 

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1,068     

747       
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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。

（ ）

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。

（自 至 ）

該当事項はありません。

（自 至 ）

前第１四半期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。

（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)

第１四半期

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

　前事業年度末 平成19年６月30日

60,000               

　当第１四半期会計期間末 平成19年９月30日

　前第１四半期会計期間 平成18年７月１日

貸借対照表計上額（千円）

　前第１四半期会計期間末 平成18年９月30日

種類

平成18年９月30日

（ストック・オプション等関係）

　前第１四半期会計期間 平成18年７月１日 平成18年９月30日

15,000            

10,053            

△92              

　前第１四半期会計期間 平成18年７月１日 平成18年９月30日

（持分法損益等）
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（注）

) ) )

（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間 （自 至 平成18年９月30日 ）

　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間 （自 至 平成19年９月30日 ）

　該当事項はありません。

前事業年度 （自 至 平成19年６月30日 ）

　該当事項はありません。

平成19年７月１日

平成18年７月１日

（１株当たり情報）

　  至　平成19年９月30日）　  至　平成19年６月30日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（自　平成18年７月１日
　  至　平成18年９月30日） 　  至　平成19年９月30日） 　  至　平成19年６月30日）

35,072 円 47 銭 

　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。

当第１四半期会計期間 前事業年度

20,908 円 29 銭 

１株当たり当期純利
益金額

 3,381 円 31 銭  　　　18 円 50 銭 

１株当たり純資産額 19,275 円 27 銭 

（自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１日

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度
（自　平成18年７月１日 （自　平成19年７月１日

１株当たり四半期純
利益金額

１株当たり純資産額１株当たり純資産額

１株当たり四半期純
利益金額

 　　　91 円 97 銭 

 3,238 円 74 銭 

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益
金額

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 88 円 48 銭 

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益
金額

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

 4,399 円 25 銭 

 17 円 70 銭 

　当該株式分割が、前期首に行われた
と仮定した場合の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。

１株当たり純資産額 18,926 円 98 銭 

2,244     82,503    

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

四半期（当期）純利益 （千円） 225       

82,503    

期中平均株式数 （株） 12,200    24,400    24,400    

普通株式に係る四半期（当期）純
利益（千円）

225       

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期（当期）純利
益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要

　  至　平成18年９月30日）

-         -         -         

1,074(    

普通株式増加数 （株） 550       963       1,074     

潜在株式調整後１株当たり四半期（当
期）純利益金額

前第１四半期会計期間

（うち新株予約権 （株） ） 550(      

四半期（当期）純利益調整額（千円）

（自　平成18年７月１日

-         

１株当たり当期純利
益金額

 　　　　4,473 円 28 銭 

平成18年７月１日

963(      

-         -         

2,244     
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