
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３四半期の連結業績（平成19年７月１日～平成20年３月31日）

(1)　連結経営成績

 

(3)　連結キャッシュ・フローの状況
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(2)　連結財政状態
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平成20年６月期  第３四半期財務・業績の概況
平成20年５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３四半期
百万円 百万円 

71

（百万円未満切捨て）

（％表示は対前年同四半期増減率）

％ 百万円 ％ 

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

33△ 44.4
％ 

525             33.7            

純 資 産 自 己 資 本 比 率

-     153 -     

百万円 百万円 　

20,012 44     
％ 円 銭　

20,161 33     
 平成20年６月期第３四半期 1,455           
 平成19年６月期第３四半期 1,270           542             38.7            

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

20,449 49     

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 百万円 百万円 

 平成20年６月期第３四半期 △21            △84            154             

125             
 平成19年６月期第３四半期 122             △249           129             

２.配当の状況

平成20年６月期（予想）

-       1,725   

-       

平成19年６月期

平成20年６月期

480     

1,597  

（％表示は対前期増減率）

円％

△45.6 39     

百万円

通　　期

（基準日）

営業利益売上高

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）

中間期末 年間

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）

平成19年６月期 183             △359           

313             

期末

経常利益
１株当たり
当期純利益

当期純利益

321             
266             

百万円 

1,725   
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株式会社ビューティ花壇 （3041） 平成20年６月期第３四半期財務・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) 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 ： 有

５.個別業績の概要（平成19年７月１日～平成20年３月31日）
(1)　個別経営成績

％ 

△ 14.6

8.3

-       

(注)

銭　

88      
01 

29      

銭

80 

 平成19年６月期第３四半期

14.0 通　　期 3,583  

平成19年６月期

百万円 ％

純 資 産

百万円 　

-      

2,683      

四半期（当期）純利益
円　 銭　

92     2,204      

潜在株式調整後１株当たり

82

円

21,409
20,210

１株当たり純資産

省略しております。

2,568      03 

3,238      

平成19年６月期

 平成19年６月期第３四半期

円　

2,371 20.2

（ 当 期 ） 純 利 益
銭　

131

１ 株 当 た り 四 半 期

19.1 125

3,142 -      167 -      162

 平成20年６月期第３四半期
％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 

△ 16.1

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

（％表示は対前年同四半期増減率）

2,739 15.5 101 △ 22.9 105

四半期（当期）純利益

21.5

百万円 

55

65

 平成20年６月期第３四半期

 平成20年６月期第３四半期

(2)　個別財政状態

 平成19年６月期第３四半期

2,287      

百万円 

総 資 産

％

売上高

百万円

営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円

当期純利益 １株当たり当期純利益

74     

％

△10.3 

円

△23.2 3,030134    △17.6 129    

41.2            
36.7            

自 己 資 本 比 率

％ 

493             
525             

（％表示は対前期増減率）

1,235           510             41.3            

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）

20,908

1,196           
1,430           

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められて
いる「四半期財務諸表等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、対前年同四半期増減率は記載を

88     

平成19年６月期 3,381      31     

54     

74     

※　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３四半期財務・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

＜生花祭壇事業＞

＜生花卸売事業＞

　当第３四半期におけるわが国経済は、緩やかな景気回復が期待されながらも、アメリカ経済の減速や
原油価格の高騰、ドル安などから、景気の先行き不透明感が増してきています。また、雇用情勢につい
ても、企業における人材不足感は引き続き強いものの完全失業者数の増加、有効求人倍率の低下など雇
用関連指標の悪化が見られます。

　このような状況の中、当社グループは、人間の心を癒すと言われる花が家庭や街に溢れる社会づくり
に貢献するために、花に関する技術の練磨・知識の習得・情報の収集に努めております。生花祭壇事業
においては、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。生花卸売事業においては、適地適作による 適商品を調達する
ために輸入切花の仕入拡大にも取り組んでまいりました。また、子会社にて新たに進出したブライダル
装花においても、新郎新婦の喜びを表現できるように技術向上に取り組んでおります。

　その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高2,876百万円（前年同期比20.9％増）、営業利
益71百万円（前年同期比44.4％減）、経常利益74百万円（前年同期比39.4％減）、第３四半期純利益33
百万円（前年同期比47.5％減）となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

　当事業を取り巻く環境は、高齢化社会が一段と進行する中でマーケット自体の拡大は見込めるもの
の、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、葬儀施行価格は下落傾向にあります。

　このような状況の中、当社グループの強みである技術力と提案力を生かした新商品の企画提案や「假
屋崎省吾プレステージライン」などにより、既存顧客及び新規顧客からの受注を順調に獲得することが
出来ました。その結果、売上高は2,185百万円（前年同期比18.9％増）となりました。

　当事業を取り巻く環境は、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。

　このような状況の中、アジア地域を中心とした輸入切花の仕入計画は予定通り進捗し、取扱数量も順
調に推移しました。その結果、売上高は588百万円（前年同期比8.7％増）となりました。
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・業績の概況

２.連結財政状態に関する定性的情報
「財政状態の変動状況」
（資産の状況）

（負債の状況）

（純資産の状況）
純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べ20百万円減少し525百万円となりました。

（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３四半期連結会計期間末の総資産は1,455百万円となり、前連結会計年度末に比べ132百万円増加
いたしました。この主な要因は、繁忙期の売上増による売掛金等の増加97百万円等によるものでありま
す。

　当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は930百万円となり、前連結会計年度末に比べ153百万円増
加いたしました。この主な要因は、長期借入金（1年以内返済予定含む）の増加207百万円、未払金及び
未払法人税等の減少88百万円等によるものであります。

「連結キャッシュ・フローの状況」
　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、313百万円と
なりました。

　なお、上記の業績予想は、現時点において当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定
の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

　当第３四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21百万円となりました。これは、主
に税金等調整前四半期純利益が71百万円計上されたこと及び仕入債務の増加29百万円の増加要因がある
一方で、法人税等の支払額87百万円の減少要因によるものであります。

　当第３四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84百万円となりました。これは、主
に固定資産の取得による支出97百万円がある一方で、差入保証金の回収による収入13百万円があったこ
とによるものであります。

　当第３四半期連結会計期間において財務活動による資金の増加は154百万円となりました。これは、主
に短期及び長期借入れによる収入320百万円がある一方で、社債の償還による支出100百万円、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。

　当第３四半期連結会計期間における業績は計画どおり推移しており、平成20年２月８日に公表いたし
ました業績予想に変更はありません。
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・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)　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

2,973        

-              

100.01,322,830  100.0

8,273        

1,270,384  

投資その他の資産
合計

1,455,561  100.0

190,353     169,463     

50.7663,742     45.6 670,213     571,702     45.0

186,931     

△10,382   

14.113.3

△17,993   

13.1

△8,162     

9.97.7

63,000      

130,299     7.5 111,988     

4,139        33,828      

82,507      96,470      

352,982     26.7

127,445     127,445     

68,032      △49,709   54,920      △45,366   45,013      △67,519  

90,380      135,552    104,629    

△6,162    4,028        △7,336    2,806        △6,509    3,739        

10,143      10,248      

163,516     △37,916  157,854     △26,099   

154,406    195,770    189,616    

55.0 791,818     54.4 652,616     49.3

△6,358     

35,388      40,380      

5,125        

△4,525     

5,015        

33,847      

23,453      29,636      

412,764     

266,324     313,712     

12,858      

構成比
（％）

金額（千円）

315,674     

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）

当第３四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日）

前第３四半期連結会計期間末

△4,393     

△23,522   130,884     

10,191      

317,596     

60,000      

127,445     

90,728      

94,867      

（平成19年３月31日）

698,681     

5,261        

25,365      

321,250     

５.四半期連結財務諸表等

59,450      

区分 金額（千円） 金額（千円）
構成比
（％）

59,043      71,930      

73,528      

60,000      

55,609      65,142      

3,361        

307,372     24.2 361,400     24.8

4,335        

29,481      
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・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 ※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

 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 0.0 △0.1 

38.7

154,139     

区分 金額（千円） 金額（千円）
構成比
（％）

503           

12.2 162,717     10.6

97,456      

400,647     

前第３四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）
構成比
（％）

95,330       

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３四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日）

83,931      65,973      

10,000      72,905       

82,408       143,713     

100,000     100,000     

34.231.5 571,093     39.2 452,999     

280,000     280,000     180,000     

24.5359,143     24.7 324,204     

40,839      

144,320     

327,507     25.8

9.7128,340     

208,340     16.4 14.3 208,340     15.8209,040     

728,154     58.7777,203     63.9930,236     57.3

　　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

100,000     

52,524      

-              

60,819      74,818       80,788      

33,782      

14,656      

25,001       

20,628       

2,586        1,980        2,214        

44,921      28,592       

4,250        1,150        

41.3

 　 株主資本合計 499,397     37.8

△1,114     0.0 △429       

491,433     

154,753     

128,340     10.1

42.7

129,040     8.9

492,219     33.8

△0.1 

100.01,322,830  

525,324     36.1

1,455,561   100.0

545,626     

3.550,293      4.0 34,219       2.4

503           

△0.0 

1,270,384  

評価・換算差額等合計

 純資産合計 542,229     

100.0

-              

△1,114     △429       

46,659      
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(2)　四半期連結損益計算書

（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.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.社債保証料

３.社債発行費

４.株式公開費用

５.賃貸不動産費用 - - 

６.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.固定資産除却損 ※２

２.本社移転費用 ※３

　税金等調整前四半期

　（当期）純利益

　法人税、住民税
  及び事業税

  法人税等調整額

　少数株主損失

2.5    

61          

786        

-            2,246       0.1

0.2    

2.7

1,200      

1,882      

1,757      

6,446      

-            

1,010      

9,708       

1.2    

71,508     

2.6    

-      61           

292        

2,149      

4,117      

5,000      

-            

1,805      

2,285      

4,048      

-            

-            

13,071     0.6

5,000      

4,117      

0.3    0.3 9,533       

0.0

15,327     0.5    

4.6    147,397    

※１

1,613      

2,682      

1,200      

3,188,926 

2,141      

4,919      

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
前 連 結 会 計 年 度 の

要約連結損益計算書

4,392       0.1    

71,738     2.2    

646        76,138     2.4    

75,492    

2,246      

1,728      

4.5    143,484    

3,974       0.1    

100.0 

4.8    

77.2  

22.8  

18.0  

153,191    

0.3    1,272      

33,512     

61,422     

11,755     

2,461,486 

727,439    

574,247    

2.5    

-             

7,121       

74,101     

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） 金額（千円）
百分比
（％）

平 成 20 年 ３ 月 31 日

78.7  

2,876,601 100.0 

-            2,593       

2,262,514 

2,593      

-            

-            

0.4    

△11,671  49,751     1.7    

100.02,378,954 

平成 18年７月１日

平成 19年３月 31日

百分比
（％）

529,658    

128,717    

区分 金額（千円）

1,849,296 77.7

22.3

16.9

21.3  

18.8  

614,087    

542,572    

5.4 71,514     

60,175     

6,575       

2,285       0.1

0.1

122,220    5.1

1,690       

2.5

2,246      

122,259    

400,941    

58,057    

63,775     

2,118      

　四半期（当期）純利益

-            

795         1,183      

1,505      

3,143      

0.1    

1,267      

5.1    
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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

至 平成20年３月31日）

平成19年６月30日残高

平成20年３月31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

△684       

△429       

33,512      

当第３四半期連結会計期間

33,512      

128,340     162,717     

△42,090   

△429       

資本金 資本剰余金

△684       

△684       △12,439      

△1,114     

△42,090   

492,219     △1,114     34,219         

△684       △12,439      △7,177     

525,324     

33,512      

△20,301   

△13,124   

△42,090   

46,659         545,626     

1,400        

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

154,139     

△8,577     

　剰余金の配当

　四半期純利益

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）

評価・換算差額等

　(千円)　

　(千円)　
209,040     129,040     

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

700           700           

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     

　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）

83,808      

△429       △429       46,659         

162,717     499,397     

46,229      

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

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

　(千円)　

連結会計年度中の変動額

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     

前第３四半期連結会計期間 （自 平成18年７月１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 為替換算

調整勘定
評価・換算
差額等合計合計

208,340     128,340     125,138     461,818     -              -              -                 461,818     
　(千円)　

四半期連結会計期間中の
変動額

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

　四半期純利益 63,775      63,775      63,775      

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）

503           503           50,293         50,796      

四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

-              -              29,615      29,615      503           503           50,293         80,411      

542,229     208,340     128,340     154,753     491,433     
　(千円)　

503           503           50,293         

　新株の発行 700           700           1,400        
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(4)　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（自 （自 （自

至 至 至

注記
番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前四半期

　（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

　貸付金の回収による収入

　投資有価証券の取得による支出

　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

　その他

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

　長期借入れによる収入

　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

　株式の発行による収入

　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

136                                

69,016                              

△21,762                         183,194                            

243,279                            

△1,379                            

1,885                              

69,218                            

現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）

6,019                              

△16,704                         

1,556                                

1,918                                

32,856                            

993                                

182,978                          

△1,379                          △5,056                          

1,251                              13,417                            1,484                                

554                                

195,882                          -                                    195,882                            

　連結子会社設立に伴う少数株主

△34,160                         △42,090                         △34,160                           

△60,000                         △100,000                       △60,000                           

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

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 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四半期末（期末）
残高

321,250                          313,712                          266,324                            

3,032                              △903                             1,305                                

315,826                          266,324                          315,826                            

5,423                              

129,363                          

△12,246                         △15,849                           

154,288                          125,281                            

△11,767                         

△249,796                       △84,233                         △359,284                         

△100,000                       -                                    △100,000                         

100,000                          100,000                          100,000                            

△12,775                         △10,000                           

-                                    △35,851                           -                                    

△60,624                         

122,823                          

△234,215                       

△16,600                         

12,473                            

△12,705                         

区分

-                                      

△2,141                            

23,650                            

4,048                              

43,323                              53,277                            

833                                

△5,994                          

13,378                            

-                                    

-                                    

△280,277                         

△87,810                         △60,624                           

1,848                              

3,099                              1,150                                

71,508                            143,484                            

2,634                              3,512                                

11,415                            

1,031                                

△4,272                            

14,656                            

△54,995                         

2,149                              

761                                

△1,613                          

2,246                              

4,117                              

△6,625                          

-                                    

-                                    

29,119                            

平成18年７月１日

平成19年３月31日）

金額（千円）

122,259                          

△53,420                           △99,469                         

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20年３月31日） 平成19年６月30日）

20,628                            

△1,757                          

-                                    

2,593                              

3,143                                

4,117                                

3,265                                

47,388                            △49,502                           

△32,600                           

13,140                              

△2,920                          

10,543                            

△5,025                          △25,180                           

△97,794                         

-                                      

-                                      △3,000                          

6,452                                

△19,482                         

22,194                              

29,514                            5,837                                

758                                △4,972                            

6,183                              

-                                    1,400                              -                                      

-                                    △10                               -                                      

220,000                          -                                    -                                      

△10,000                         
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(5)　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 連結子会社の数 ２社 連結子会社の数 ２社

美麗花壇股份有限公司 美麗花壇股份有限公司

２

３

４

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

②たな卸資産 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   ａ　商品・原材料・貯蔵品

   最終仕入原価法

ｂ　仕掛品  ｂ　仕掛品   ｂ　仕掛品

　 個別法による原価法

連結子会社の第３
四半期決算日（決
算日）等に関する
事項

　　　　同左

　　　　同左

　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。

移動平均法による原価法を
採用しております。

　　　　同左

時価のないもの

        同左

     　 同左

        同左

重要な資産の評価基準及び評
価方法

　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。

持分法の適用に関
する事項

重要な資産の評価基準及び評
価方法

（1） 持分法適用会社

（1)会計処理基準に関
する事項

（1）

(1)重要な資産の評価基準及び評
価方法

　　　　同左

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。

  すべての子会社を連結して
おります。

連結子会社の名称 連結子会社の名称

　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。

株式会社クラウンガーデ
ネックス

前連結会計年度

（2） （2）

　美麗花壇股份有限公司

（自　平成18年７月１日

  すべての子会社を連結して
おります。

連結子会社の名称

前第３四半期連結会計期間 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）
（自　平成19年７月１日

　  至　平成20年３月31日）

持分法を適用していない関連会
社

（2）

　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、株式会社クラウ
ンガーデネックスの第３四半
期決算日は２月29日であり、
第３四半期連結決算日と異
なっております。
　当第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。

　  至　平成19年６月30日）

持分法適用会社

　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）

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。

持分法適用会社

　該当事項はありません。

持分法を適用していない関連会
社

(1)

　青島麗人花園芸有限公司
は、当第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
ても当第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。

　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。

持分法を適用していない関連
会社

　　　　　同左

　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。

　　　　　同左         同左
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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

③長期前払費用 ③長期前払費用

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金

賞与引当金 賞与引当金

退職給付引当金 退職給付引当金

同左

重要な引当金の計上基準(3)

　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。

　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。

 同左 定額法によっておりま
す。

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

②無形固定資産

 同左

　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。

 同左

　  至　平成20年３月31日）

③長期前払費用

　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。

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１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

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

  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。

(3)

  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３四半期
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。

重要な引当金の計上基準

 同左

(3) 重要な引当金の計上基準

　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。

  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。

同左

　　　　　同左
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・業績の概況

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

５  

　　　　　同左

　　　　　同左　　　　　同左

　  至　平成19年６月30日）

　　　　　同左 　　　　　同左

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。

重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算基準

(5)

　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

(4)

　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。

(6) 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

重要なリース取引の処理方法

(6) 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

(5) 重要なリース取引の処理方法

(6) 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

　　　　　同左

　  至　平成19年３月31日）
（自　平成19年７月１日

　  至　平成20年３月31日）

(5) 重要なリース取引の処理方法

(4) 重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算基準

(4)

　外貨建金銭債権債務は、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。

前第３四半期連結会計期間 前連結会計年度当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日（自　平成18年７月１日

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

　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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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・業績の概況

(6)　表示方法の変更

　「社債保証料」は、前第３四半期連結会計期間まで営業外費
用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費用の
総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前第３四半期連結会計期間における「社債保証料」の
金額は878千円であります。

  （四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました「仕
入割引」（当第３四半期連結会計期間は552千円）は、営業外収
益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その
他」に含めて表示することにしました。

　  至　平成20年３月31日）　  至　平成19年３月31日）

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年７月１日 （自　平成19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３四半期財務・業績の概況

(7)　注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

※ １ ※ １ ※ １

２ ２ ２

※ ３ ※ ３ ※ ３

（四半期連結損益計算書関係）

※ １ ※ １ ※ １

※ ２ ※ ２ ※ ２

27

※ ３ ※ ３ ※ ３

計 2,246 千円

2,593 千円

929 千円

計

車両運搬具 千円計 2,246 千円

552 千円

工具器具備品

　  至　平成19年６月30日）

98,640 千円

千円

給料手当 132,323 千円

ソフトウエア 2,246 千円

顧問料 42,542 千円

千円減価償却費 28,149

固定資産除却損の内容は、次の
とおりであります。

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。

前連結会計年度末

31,696支払手数料

（自　平成18年７月１日

550,000 千円

販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬

前連結会計年度

当座貸越極度額

当第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間末

千円

（自　平成19年７月１日

役員報酬 69,420 千円

販売費及び一般管理費の主なもの

　  至　平成20年３月31日）

当第３四半期連結会計期間末

千円

支払手数料 18,247

千円

千円

32,542

給料手当 139,888

顧問料 40,458

減価償却費

72,090 千円

差引額

　　　　　　同左

千円 550,000 千円 差引額

消費税等の取扱い

550,000 千円

借入実行残高 - 千円千円借入実行残高 100,000

（平成20年３月31日） （平成19年６月30日）

連結会計年度末日満期手形

 支払手形

（平成19年３月31日）

       - 千円

千円

3,272 千円

千円当座貸越極度額 650,000

借入実行残高

当座貸越極度額 550,000

550,000

（自　平成18年７月１日
前第３四半期連結会計期間

　  至　平成19年３月31日）

  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。

ソフトウエア 2,246

構築物

11,415貸倒引当金繰入

固定資産除却損の内容は、次の
とおりであります。

千円

千円

建物 1,084 千円

固定資産除却損の内容は、次の
とおりであります。

給料手当 95,103 千円

　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。

  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３四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４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３四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。

役員報酬

消費税等の取扱い

販売費及び一般管理費の主なもの
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・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　（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

（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．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

基準日決議 株式の種類

（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）　前第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            

-                 -                  -                 -                  

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

 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）

　当第３四半期連結会計期間 平成19年７月１日 平成20年３月31日）

前連結会計期間末 当第３四半期連結会計 当第３四半期連結会計 当第３四半期連結会計
株式数（株） 期間増加株式数（株） 期間減少株式数（株） 期間末株式数（株）

24,400            140                -                 24,540             

-                 -                  -                 -                  

普通株式の発行済株式総数の増加140株は、ストック・オプションの行使による増加であります。

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19年６月30日 平成19年９月27日
 定時株主総会

 平成19年９月26日
普通株式     42,090,000           1,725
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・業績の概況

（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

（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

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

利益剰余金
 平成19年９月26日

 定時株主総会

決議

普通株式

配当金の総額
（円）

    42,090,000

効力発生日

平成19年６月30日 平成19年９月27日

　前連結会計年度 平成18年７月１日

     1,725

１株当たり配
当額　（円）

基準日株式の種類 配当の原資
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・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 ※１

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

２ ２ ２

266,324   

　  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  

計 313,712   

-         

313,712   

-         

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)

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20年３月31日現在)

(千円)

現金及び預金 313,712   

計

現金及び預金

(千円)

321,250   

321,250   

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度
（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

321,250   

　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成20年３月31日） 　  至　平成19年６月30日）

(千円)

現金及び預金 266,324   

計 266,324   

-         
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・業績の概況

（リース取引関係）

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 合計 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

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

8,775     

未経過リース料期末残高相当額等

37,821   

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   

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     

7,602     

46,596   

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

合計 54,677 10,626 44,051

工具器具
備品

6,164 2,361 3,802

（千円） （千円） （千円）

車輌運搬
具

48,513 8,264 40,248

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

5,216     

合計 8,398     

同左

減価償却費相当額

支払利息相当額

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

利息相当額の算定方法

オペレーティング・リース取引

15,551   

10,264   

7,859     

減価償却費相当額の算定方法

同左

同左

支払リース料

工具器具
備品

6,164

合計 80,137

51,109   

13,350   

合計 64,459   

前連結会計年度
（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

（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）

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

第３四半
期期末残
高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・
リース取引（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

20,893 59,244

17,564 56,408

3,329 2,835

同左

　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成20年３月31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

73,973

　  至　平成19年６月30日）

第３四半
期期末残
高相当額

（千円） （千円） （千円）

車輌運搬
具

42,899 5,784 37,114

工具器具
備品

3,000 1,850 1,150

合計 45,899 7,634 38,264

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

7,211     

32,898   

合計 40,109   

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 7,073     

減価償却費相当額 4,832     

支払利息相当額 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。

利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取
得価額相当額との差額を利息相当
額とし、各期への配分方法につい
ては利息法によっております。

合計 11,580   

リース資産に配分された減損損失はあり
ません。

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

3,182     

8,398     
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・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

その他有価証券
非上場社債

（ ）

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
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。

（自 至 ）
該当事項はありません。

60,000                 

60,000                 

平成20年３月31日

60,000                 
3,000                  

種類

（有価証券関係）

　前第３四半期連結会計期間末 平成19年３月31日

平成19年6月30日　前連結会計年度末

　当第３四半期連結会計期間末

貸借対照表計上額（千円）

平成19年３月31日

種類

　前第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）

　前連結会計年度 平成18年７月１日 平成19年６月30日

（デリバティブ取引関係）
平成18年７月１日

種類
第３四半期連結

貸借対照表計上額（千円）

平成20年３月31日　当第３四半期連結会計期間 平成19年７月１日
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（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。

（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。

　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

　前第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

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                         

-                             

-                             　公正な評価単価（付与日）

　行使時平均株価

　当第３四半期連結会計期間 平成19年７月１日 平成20年３月31日

　権利行使価格

-                             

-                             

第１回ストック・オプション

10,000                        

-                             
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 【事業の種類別セグメント情報】

至 ）

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.

至 ）

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.

（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、234,135千円であり、その
主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

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

1,045,909    2,549,322    

△589,997     

△299,084     1,503,412     

外部顧客に対する売上高 1,837,718     

セグメント間の内部売上
高又は振替高

-                  

-                 589,997       

（セグメント情報）

平成18年７月１日

（千円）

前第３四半期連結会計期間

連結

（千円）

計生花祭壇事業 生花卸売事業

（千円）

平成19年３月31日

消去又は全社

（自

（千円） （千円）

419,629       △290,912     85,323         

2,250,237      

589,997       △589,997     

平成20年３月31日

541,235       2,378,954    

334,306        

生花祭壇事業

当第３四半期連結会計期間 （自 平成19年７月１日

生花卸売事業 その他 計 消去又は全社

（千円） （千円） （千円） （千円）

連結

（千円） （千円）

外部顧客に対する売上高 2,185,091     588,166       103,344       2,876,601      -                  2,876,601   

セグメント間の内部売上
高又は振替高

11,692         715,766       32,391        759,851         △759,851     -               

△509,439     2,805,087   

計 2,196,784     1,303,932    135,735       3,636,453      △759,851     2,876,601   

△250,411     71,514       

1,929,167     1,220,759    

267,616        83,173         △28,863     321,926         

164,599       3,314,526      

（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、248,120千円であり、その
主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

128,717         

2,378,954      

-                  

2,378,954      
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（自 至 ）

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       -                

3,188,926      -                  3,188,926   2,486,625     外部顧客に対する売上高 688,355       13,945        
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 【所在地別セグメント情報】

（自 至 ）
　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。

（自 至 ）

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 ）

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 ）

（自　 至 ）平成18年７月１日

前連結会計年度 平成18年７月１日 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。

当第３四半期連結会計期間 平成19年７月１日 平成20年３月31日

日本

平成18年７月１日前第３四半期連結会計期間 平成19年３月31日

前第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

（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。

前連結会計年度 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       

153,191          

3,188,926       

-                   

3,188,926       

3,035,734       

アジア 計 消去又は全社 連結

（千円）（千円） （千円） （千円） （千円）

外部顧客に対する売上高 2,799,314       77,287            2,876,601       -                   2,876,601       

セグメント間の内部売上
高又は振替高

-                   11,692            11,692            △11,692        -                   

計 2,799,314       88,979            2,888,294       △11,692        2,876,601       

2,467,934       100,535          2,568,470       236,616          2,805,087       

331,380          △11,556        319,823          △248,309       71,514            

（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、248,120千円であり、そ
の主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

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。

　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。

当第３四半期連結会計期間 平成19年７月１日 平成20年３月31日

（注）

連結

（千円）
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（１株当たり情報）

　 　

（注）

) ) )

  至　平成20年３月31日）

-             

71,738        

24,400        

  至　平成19年６月30日）

71,738        

-             

-             

1,074         

1,074(         

（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

四半期（当期）純利益　　（千円）

１株当たり当期純利
益金額

 2,940 円 11 銭 

（自　平成18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株当たりの第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。

33,512

前連結会計年度

当第３四半期連結会計期間

１株当たり純資産額 20,012 円 44 銭 

１株当たり四半期純
利益金額

1,370 円 74 銭 

（自　平成19年７月１日
　  至　平成20年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

前連結会計年度

期中平均株式数 （株）

普通株式に係る四半期（当期）純利
益　　（千円）

24,448

-             

33,512

普通株式に帰属しない金額 （千円）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

-            

63,775

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

-             

潜在株式調整後１株当たり四半期（当
期）純利益金額

（うち新株予約権（株）)

四半期（当期）純利益調整額
（千円）

-             

普通株式増加数 （株） 916           

916(        

前第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）
１株当たり純資産額 20,161 円 33 銭 

63,775

１株当たり四半期純
利益金額

2,613 円 73 銭 

　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。

前第３四半期連結会計期間

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益
金額

 2,502 円 53 銭 
潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益
金額

 1,321 円 24 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 

-            

24,400

-            

1,084        

1,084(        

（自　平成18年７月１日
  至　平成19年３月31日）

24



株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・業績の概況

（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） 　  至　平成20年３月31日） 　  至　平成19年６月30日）

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度
（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

　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。

子会社の設立及び事業譲受けの主
な理由

200株

子会社の概要

商号

株式会社クラウンガーデネックス

株式会社ビューティ花壇　100％

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
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株式会社ビューティ花壇　（3041）　平成20年６月期第３四半期財務・業績の概況

（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

　  至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成20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

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。

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。

34,500千円

譲受けの時期
平成19年５月

のれん計上額
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第３四半期財務・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

49,181       50,404      

区分 金額（千円） 金額（千円）
構成比
（％）

7,234        

2,973        8,273        4,335        

６.四半期財務諸表等

36,809      38,479       28,775      

56,738       66,080      54,149      

60,000      

86,481      

前第３四半期会計期間末

60,000       

（平成19年３月31日）

594,249     

128,651     

25,365      

86,481       66,481      

60,000      

△4,393     

△18,899   

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３四半期会計期間末

（平成20年３月31日）

251,328     

12,918       

223,433     159,299     

309,399     394,101     281,580     

22,599       27,964      

△4,308     

5,015        

35,428      42,563       41,870      

5,083        

49.7 717,480     50.2 511,489     41.4

△6,029     

147,551     179,263     175,096     

△31,276   147,986     △21,147   153,949     

4,860        4,860        4,860        

△4,580     279           △4,604     256           △4,587     272           

7,510        7,510        7,510        

△6,107     1,403        △6,608     901           △6,283     1,226        

75,207      118,279     86,441      

△45,108   30,098      △63,648   54,631       △48,552   37,889      

127,445     127,445     127,445     

-              5,261        3,361        

287,878     24.1 336,482     23.5 324,144     26.3

90,469      77,604       94,611      

4,139        17,788       19,502      

94,608      7.9 95,393       6.7 114,113     9.2

△8,162     △17,993    △10,382   

219,484     18.3 281,161     19.6 285,694     23.1

601,971     50.3 58.6713,036     49.8 723,951     

1,196,220  

投資その他の資産
合計

100.01,235,441  100.01,430,517   100.0
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第３四半期財務・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。

770           

129,040     

770           

186,548     

 純資産合計 493,124     

  株主資本合計

100.0

156,444     13.1

128,340     

128,340     

繰越利益剰余金

1,196,220  

 　 利益剰余金合計

770           

155,674     

187,318     

その他利益剰余金

172,712     

100.01,235,441  

525,398     36.7

1,430,517   100.0

129,040     9.0

128,340     

13.1

36.7

41.2 510,162     41.3

173,482     14.0

128,340     10.4

493,124     41.2 525,398     

10.7

510,162     41.3

 　 資本剰余金合計

16.9209,040     14.6 208,340     

-              

44,921      

133,200     

28,592       40,839      

2,586        1,980        2,214        

-              1,150        

52,507      

-              

54,609      64,440       70,990      

33,782      

14,656      

24,845       

20,628       

10,000      

100,000     100,000     100,000     

703,096     58.7725,279     63.3905,119     58.8

208,340     17.4

24.3 324,204     327,507     27.4 26.2348,023     

280,000     280,000     180,000     

32.531.4 557,095     39.0 401,075     

84,710       115,289     

66,800       

-              100,000     -              

81,345      95,670       52,288      

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３四半期会計期間末

（平成20年３月31日）

金額（千円）

81,195      

375,589     

前第３四半期会計期間末

（平成19年３月31日）
構成比
（％）

4,250        

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

-              
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第３四半期財務・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

　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。

395,196     

125,641     

58,057      

65,465      

2,118        

16.6

5.3

5.3

0.1

0.12,246        

125,602     

2,285        

2.8

2.560,175      

0.2

0.5

131,995     

6,541        

12,934      

527,865     

426,107     

101,758     

11,892       

22.2

5.6

0.4

8,216        

105,434     

-              

0.3

3.8

-

527,191     19.3

15.6

3.7

2,211,626   80.71,844,085  77.8

15             0.0

区分 金額（千円） 金額（千円）
百分比
（％）

105,418     3.8

100.02,371,277  

前第３四半期会計期間
平成18年７月１日
平成19年３月31日

△11,773   49,492       1.8

55,926       2.0

金額（千円）
百分比
（％）

前事業年度の要約損益計算書

平 成 20 年 ３ 月 31 日
平 成 18 年 ７ 月 １ 日

当第３四半期会計期間
平 成 19 年 ７ 月 １ 日

百分比
（％）

平 成 19 年 ６ 月 30 日

14,842      

61,266      

3,142,907  

167,936     

9,486        

717,295     

549,358     

2,425,612  

2,739,492   100.0 100.0

5.3

0.3

0.5

77.2

22.8

17.5

5.1

61            0.0

162,581     

3,974        0.1

158,667     5.0

75,474      

689           76,163      2.4

82,503      2.6
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第３四半期財務・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20年３月31日 ）

平成19年６月30日残高

（千円）

（千円）

平成20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。

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。

155,674       156,444       493,124       493,124       208,340       128,340       128,340       770             

65,465         

四半期会計期間中の変動
額合計 -                -                -                -                31,305         31,305         31,305         31,305         

65,465         65,465         65,465         　四半期純利益

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

四半期会計期間中の変動
額

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

利益剰余金

合計
繰越利益
剰余金

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

△34,160     

前第３四半期会計期間 （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

208,340       128,340       128,340       

48,343         

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

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

-                -                -                

　当期純利益 82,503         

△34,160     △34,160     　剰余金の配当

事業年度中の変動額

770             

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金 利益剰余金
合計

四半期会計期間中の変動
額合計

209,040       129,040       129,040       

700             700             

　四半期純利益

四半期会計期間中の変動
額

　剰余金の配当

　新株の発行 700             700             

当第３四半期会計期間

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 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

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

525,398       525,398       

55,926         

15,236         15,236         

55,926         

△42,090     

82,503         

124,368       

利益準備金

その他利
益剰余金

55,926         

187,318       

資本準備金
資本剰余金

173,482       

13,836         

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       

-                13,836         

△42,090     

700             

資本剰余金 利益剰余金

（自

770             186,548       

△42,090     

55,926         

1,400          1,400          700             
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(4)　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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 （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

当第３四半期会計期間
（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

　 移動平均法に基づく原価法   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。

 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　　

  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。

  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。

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19年３月31日）

（自　平成19年７月１日
　  至　平成20年３月31日）

前第３四半期会計期間 前事業年度

  同左　　

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。   同左　　

固定資産の減価償
却方法

  同左　　

 定率法によっております。

　移動平均法に基づく原
価法を採用しておりま
す。

  同左　　

  同左　　  同左　　

  同左　　

  同左　　   同左　　

  同左　　

  同左　　

 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　　   同左　　
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（3）退職給付引当金 （3） 退職給付引当金

4

5 　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

リース取引の処理
方法

（自　平成18年７月１日
　  至　平成19年３月31日）

（自　平成19年７月１日
　  至　平成20年３月31日）

前事業年度

 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３四半期末において
発生していると認められる額
を計上しております。

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日

　  至　平成19年６月30日）

前第３四半期会計期間

  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。

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　　

(5)　表示方法の変更

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　　

 （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。

当第３四半期会計期間前第３四半期会計期間
（自　平成19年７月１日

　  至　平成20年３月31日）
（自　平成18年７月１日

　  至　平成19年３月31日）
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(6)　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

2,246 千円

本社移転費用 1,728 千円

（四半期損益計算書関係）

550,000 千円

前事業年度

2,093

差引額 差引額

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

2,462千円 受取利息

550,000 千円

千円

－ 千円借入実行残高

当座貸越極度額 550,000

借入実行残高 100,000 千円

（四半期貸借対照表関係）

（平成19年３月31日）
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20年３月31日） （平成19年６月30日）

当座貸越極度額 550,000 千円当座貸越極度額 650,000 千円

借入実行残高 - 千円

550,000 千円差引額

千円千円 受取利息

支払利息

受取地代家賃 6,446 千円

受取利息

千円

支払利息 963 千円

社債利息 1,185

1,579

1,537

千円

株式公開費用 5,000 千円

社債発行費 4,117 千円 システム減価償却費

15

（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19年３月31日） 　  至　平成20年３月31日） 　  至　平成19年６月30日）

支払利息

社債利息

株式公開費用千円

千円

1,466 千円

2,365 千円

固定資産除却損

有形固定資産 12,838 千円 有形固定資産

固定資産処分損 2,246

千円

25,771 千円 有形固定資産 19,248

千円 固定資産除却損

助成金収入

千円

無形固定資産 15,924 千円 無形固定資産 21,202 千円 無形固定資産 22,258

千円

1,216 千円

1,927 千円

同左

同左

5,000 千円

受取地代家賃 4,919 千円

社債発行費 4,117

賃貸不動産費用

社債利息

1,662

1,267

1,200 千円

  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。これら契約
に基づく当第３四半期会計期
間末の借入未実行残高は次の
とおりであります。

当社においては、運転資金の
効率的な調達を行うため取引
銀行４行と当座貸越契約を締
結しております。これらの契
約に基づく当第３四半期会計
期間末の借入未実行残高は次
のとおりであります。

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。

  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。

千円受取システム使用料

同左
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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 ）

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

該当事項はありません。

　前第３四半期会計期間 平成18年７月１日 平成19年３月31日

（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19年７月１日 平成20年３月31日

　前事業年度 平成18年７月１日 平成19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）

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4,832     

3,585     

合計 11,580   

（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

7,073     

17,437 52,738 

2,450 550 

　  至　平成19年３月31日） 　  至　平成20年３月31日） 　  至　平成19年６月30日）

7,211     

19,887 53,288 

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３四半期期末残
高相当額

取得価額
相当額

（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18年７月１日 （自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１日

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）

車輌運搬
具

工具器具
備品

合計

42,899 

45,899 

8,398     

5,784 37,114 

3,000 1,850 1,150 

32,898   

40,109   

未経過リース料

3,182     

12,251   

7,634 38,264 

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

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。

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）

車輌運搬
具

46,095   

合計 58,346   

70,175 

工具器具
備品

3,000 

合計 73,175 

未経過リース料第３四半期期末残
高相当額等

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

14,930   

9,742     

7,695     

減価償却費相当額の算定方法

支払利息相当額

未経過リース料

3,182     

5,216     

合計 8,398     

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（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 

工具器具
備品

3,000 2,000 1,000 

合計 51,513 10,264 41,248 

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

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

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

合計 10,785   

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

3,182     
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（ ）

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。

（ ）

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。

　前第３四半期会計期間末 平成19年３月31日

（有価証券関係）

　前事業年度末 平成19年６月30日

　当第３四半期会計期間末 平成20年３月31日
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１株当たり純資産額

) ) )

１株当たり純資産
額

１株当たり純資
産額

四半期（当期）純利益調整額（千円）

4,473円28銭

-         

　4,473 円 28 銭

潜在株式調整後１株当たり四半期（当
期）純利益金額

前第３四半期会計期間

  至　平成19年３月31日）

55,926    82,503    

-         

前事業年度

-         

1,074(     

普通株式増加数 （株） 1,084     916       1,074     

916(       （うち新株予約権 （株） ） 1,084(     

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

-         -         -         

24,448    24,400    

普通株式に係る四半期（当期）純利益
（千円）

65,465    

期中平均株式数 （株） 24,400    

55,926    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） 65,465    

7,580円29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。

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

　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

18,926円98銭

前第３四半期会計
期間

１株当たり四半期純
利益金額

１株当たり純資産額 20,908 円 29 銭

１株当たり当期純利
益金額

 3,381 円 31 銭　2,683 円 03 銭 

21,409 円 88 銭 

１株当たり四半期純
利益金額

2,287 円 54 銭 

当第３四半期会計期間 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20年３月31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19年３月31日） 　  至　平成20年３月31日） 　  至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 20,210 円 01 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。

（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18年７月１日 （自　平成19年７月１日

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
当たり四半期純利益
金額

 2,204 円 92 銭 

（注）　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。

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額

4,399円25銭

　なお、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
式が存在しないた
め記載しておりま
せん。

１株当たり四半期
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

2,747円81銭

 3,238 円 74 銭

　4,399 円 25 銭

 2,568 円 88 銭 

１株当たり当期純利
益金額

潜在株式調整後１株
当たり当純利益金額

　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。
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第３四半期財務・業績の状況

（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） 　  至　平成20年３月31日） 　  至　平成19年６月30日）

（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18年７月１日 （自　平成19年７月１日 （自　平成18年７月１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。

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、最近では、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

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
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株式会社ビューティ花壇　(3041)　平成20年６月期第３四半期財務・業績の状況

（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

　  至　平成19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19年３月31日） 　  至　平成20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

営業譲受け

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。

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

譲受けの時期

平成19年５月
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