
                        平成 21 年９月 18 日 

各  位  

                            会  社  名 株式会社ビューティ花壇  

（コード番号：3041 東証マザーズ） 

                                             本社所在地 東京都港区西新橋二丁目 16 番２号 

代 表 者 代表取締役会長兼社長 小 田 敬 史

問 合 せ 先 取締役経営企画・ＩＲ室長 高 山 浩 司  

TEL （03） 5776－5850（代表） 

 

(訂正)「平成 21 年６月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成21年８月11日に発表いたしました「平成 21 年６月期 決算短信」の内容に一部

誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所は、＿＿を付して表示しております。 

 

記 

 

訂正箇所 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

                                                                              （単位：千円） 

                                                  前連結会計年度        当連結会計年度 

(自 平成19年７月１日     (自 平成20年７月１日 

至 平成20年６月30日)          至 平成21年６月30日) 

       営業活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

受取利息及び受取配当金                             △2,178                      △2,212 

（省略） 

投資有価証券評価損益（△は益）                       2,802                           － 

         （省略） 

その他                                                 313                       13,127 

小計                                               160,262                       76,616 

利息及び配当金の受取額                               2,066                        2,566 

(省略) 

営業活動によるキャッシュ・フロー                    68,526                       15,562 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

     （省略） 

     貸付金の回収による収入               11,402             30,415 

     （省略） 

     投資活動によるキャッシュ・フロー         △87,475                    △134,296 



（訂正後） 

                                                                              （単位：千円） 

                                                  前連結会計年度        当連結会計年度 

(自 平成19年７月１日     (自 平成20年７月１日 

至 平成20年６月30日)          至 平成21年６月30日) 

       営業活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

受取利息及び受取配当金                             △2,178                      △2,295 

（省略） 

投資有価証券評価損益（△は益）                       2,802                           43 

         （省略） 

その他                                                 313                       13,166 

小計                                               160,262                       76,615 

利息及び配当金の受取額                               2,066                        2,649 

(省略) 

営業活動によるキャッシュ・フロー                    68,526                       15,644 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

     （省略） 

     貸付金の回収による収入               11,402             30,333 

     （省略） 

     投資活動によるキャッシュ・フロー         △87,475                    △134,378 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年７月１日 

     至 平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年７月１日 

     至 平成 21 年６月 30 日） 

１株当たり純資産額 19,708 円 56 銭 

１株当たり当期純利益金額 1,150 円 51 銭  

１株当たり純資産額  18,564 円 23 銭 

１株当たり当期純損失金額 △622 円 42 銭  

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
1,110 円 37 銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たりの当期純利

益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

（自 平成 19 年７月１日 

     至 平成 20 年６月 30 日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年７月１日 

     至 平成 21 年６月 30 日）

１株当たり当期純利益金額           

 （省略） (省略) （省略）

 普通株式増加数（株）  884 741 

  （うち新株予約権（株））  （ 884） （ 741）

 

 

 

 

 

 



 （訂正後） 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年７月１日 

     至 平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年７月１日 

     至 平成 21 年６月 30 日） 

１株当たり純資産額 19,708 円 56 銭 

１株当たり当期純利益金額 1,150 円 51 銭  

１株当たり純資産額  18,564 円 23 銭 

１株当たり当期純損失金額 △622 円 42 銭  

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
1,110 円 37 銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たりの当期純利

益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

（自 平成 19 年７月１日 

     至 平成 20 年６月 30 日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年７月１日 

     至 平成 21 年６月 30 日）

１株当たり当期純利益金額           

 （省略） (省略) （省略）

 普通株式増加数（株）  884 － 

  （うち新株予約権（株））  （ 884） （ －）
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（２）損益計算書 

（訂正前） 

                                                                              （単位：千円） 

                                                   前事業年度          当事業年度 

(自 平成19年７月１日     (自 平成20年７月１日 

至 平成20年６月30日)          至 平成21年６月30日) 

        売上原価 

当期技術原価                                    2,317,847                     2,321,375 

商品売上原価 

商品期首たな卸高                                    6,539                        1,290 

当期商品仕入高                                    585,333                      522,076 

合計                                              591,873                      523,367 

 

（訂正後） 

                                                                              （単位：千円） 

                                                   前事業年度          当事業年度 

(自 平成19年７月１日     (自 平成20年７月１日 

至 平成20年６月30日)          至 平成21年６月30日) 

        売上原価 

当期技術原価                                    2,317,847                     2,321,375 

商品売上原価 

商品期首たな卸高                                    6,539                        2,518 

当期商品仕入高                                    585,333                      520,849 

合計                                              591,873                      523,367 

 

 

以上 

 


