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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年6月期第2四半期 2,094 2.3 35 △54.5 30 △59.1 3 △94.7

23年6月期第2四半期 2,047 4.8 77 34.0 75 19.6 69 364.4

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 △6百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 77百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年6月期第2四半期 174.82 ―

23年6月期第2四半期 3,208.26 3,189.92

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年6月期第2四半期 1,689 494 26.3 21,207.77
23年6月期 1,644 565 30.7 23,657.91

（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  444百万円 23年6月期  505百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年6月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
24年6月期 ― 0.00

24年6月期（予想） ― 1,664.00 1,664.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,530 9.9 218 19.5 212 16.9 118 △5.6 5,548.06



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経済状況等の様々な不確定要素によりこれらの予想
数値と異なる場合があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期2Q 25,380 株 23年6月期 25,380 株

② 期末自己株式数 24年6月期2Q 4,427 株 23年6月期 4,032 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 21,216 株 23年6月期2Q 21,518 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況にある

もののサプライチェーンの復旧に伴う生産活動については回復基調に推移しました。一方、タイの大

洪水による被害や、欧州の金融危機による世界経済の下振れなど依然として先行き不透明な状況が続

いております。

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画の達成に向けてグループ一丸となって取り

組んでおります。基本方針として、新規顧客の積極的な開拓と既存顧客における当社への発注シェア

アップによる売上アップ、徹底的な経費削減を推進してまいりました。

当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、2,094,530千円（前年同期比2.3％

増）となりました。売上総利益は、中期経営計画の１つである徹底したローコストオペレーションの

ために取り組んでいる加工物流センターへの設備投資と同センターにおける人材の先行雇用、教育費

用が増加したことにより、350,739千円（前年同期比16.2％減）となりました。販売費及び一般管理

費は、地代家賃、支払手数料等を抑え315,555千円（前年同期比7.6％減）となり、営業利益は、

35,184千円（前年同期比54.5％減）となりました。また、経常利益は、30,729千円（前年同期比

59.1％減）、四半期純利益は、固定資産除却損、法人税等により3,708千円（前年同期比94.7％減）

となりました。

当第１四半期連結会計期間より、生花祭壇事業及びブライダル装花事業売上に対応する原価をより

適切に示すため、売上原価及び販売費及び一般管理費の一部を組み替えによる表示の変更を行ってお

り、遡及処理後の数値で当四半期連結累計期間の比較・分析を行っております。

また、前連結会計年度の期末より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、

当四半期連結累計期間の比較・分析は、変更の影響を含めております。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

生花祭壇事業の売上高は、1,556,383千円（前年同期比1.8％増）となりました。経済産業省「特定

サービス産業動態統計調査」によると、葬儀業の平成23年７月から平成23年11月までの売上高は

224,812百万円（前年同期比2.3％増）、件数は156,133件（前年同期比1.6％増）と増加傾向にありま

す（同調査は、平成23年７月分より葬儀業において、一部調査対象の追加等が行われており、平成23

年６月以前の数値はリンク係数で除した数値で前年比較を行っております）。このような状況の中、

前述の全社基本方針を徹底してまいりましたが、加工物流センターへの設備投資と同センターにおけ

る人材の先行雇用、教育費用が増加したことにより営業利益は131,584千円（前年同期比33％減）と

なりました。

生花卸売事業の売上高は、403,162千円（前年同期比0.1％増）となりました。東京都中央卸売市場

「市場統計情報」（平成23年11月）によると、平成23年７月から平成23年11月までの切花累計の数量

は399百万本（前年同期比2.3％増）、金額では24,449百万円（前年同期比3.2％減）と数量ベースで

は増加、金額ベースでは減少となっております。当社では、前述の全社基本方針を徹底した結果、当

第２四半期連結累計期間の取扱数量は前年同期比で27.9％増となっております。その一方で、当事業

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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)
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が属する花卉業界におきましても低価格競争が激しくなり、営業利益は83,642千円（前年同期比

20.4％減）となりました。

ブライダル装花事業の売上高は、134,984千円（前年同期比16.7％増）となりました。結婚式場業

は少子化や晩婚化等の影響を受けており、経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」によると、

平成23年６月から平成23年11月までの結婚式場業の売上高は85,362百万円（前年同期比10.4％減）、

取扱件数は28,802件（前年同期比10.4％減）と減少傾向にあります。当事業を請け負う連結子会社の

株式会社クラウンガーデネックスにおいて、新規顧客の積極的な開拓と既存顧客における当社への発

注シェアアップによる売上アップにより、売上高、売上総利益ともに改善し、営業利益は12,206千円

（前年同期比229.2％増）となりました。

当第２四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ44,788千円増加し、1,689,413千

円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ130,687千円減少し、904,966千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ

175,476千円増加し、784,447千円となりました。これは主に、建設仮勘定の増加によるものでありま

す。

当第２四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ115,546千円増加し、1,195,157千円

となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ161,950千円増加し、760,245千円となりまし

た。これは主に、短期借入金と１年内返済予定の長期借入金の増加によるものであります。固定負債

は、前連結会計年度末に比べ46,403千円減少し、434,912千円となりました。これは主に、社債と長

期借入金の減少によるものであります。

当第２四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ70,757千円減少し、494,256千円

となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連

結会計年度末と比べ173,749千円減少し、342,062千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりで

あります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は32,196千円（前年同期は

74,082千円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15,853千円と非資金費用

である減価償却費28,035千円の計上によるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は227,144千円（前年同期は

16,710千円の使用）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出229,984千

円によるものであります。

(ブライダル装花事業)

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態

② キャッシュ・フローの状況
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③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は29,545千円（前年同期は

60,196千円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の純増124,500千円と社債の償還による

支出35,000千円と配当金の支払額42,696千円によるものであります。

平成24年６月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年８月10日発表の「平成23年６月期決算

短信」に記載した通期業績予想から変更はありません。

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 515,811 342,062

受取手形及び売掛金 435,351 476,594

商品 2,762 3,114

仕掛品 198 74

原材料及び貯蔵品 11,554 26,607

その他 73,114 70,309

貸倒引当金 △3,140 △13,797

流動資産合計 1,035,653 904,966

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 114,295 131,656

減価償却累計額 △56,382 △60,237

建物及び構築物（純額） 57,913 71,419

工具、器具及び備品 174,137 169,830

減価償却累計額 △115,536 △118,552

工具、器具及び備品（純額） 58,601 51,277

土地 122,842 122,842

建設仮勘定 － 185,048

その他 66,725 82,650

減価償却累計額 △11,373 △22,900

その他（純額） 55,352 59,749

有形固定資産合計 294,708 490,336

無形固定資産 15,625 7,190

投資その他の資産

差入保証金 161,502 140,463

その他 158,806 168,806

貸倒引当金 △21,670 △22,350

投資その他の資産合計 298,638 286,920

固定資産合計 608,971 784,447

資産合計 1,644,625 1,689,413
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 75,783 98,783

短期借入金 40,500 165,000

1年内返済予定の長期借入金 193,560 224,960

未払法人税等 39,905 15,327

その他 248,547 256,173

流動負債合計 598,295 760,245

固定負債

社債 95,000 80,000

長期借入金 350,064 320,484

退職給付引当金 14,369 15,179

資産除去債務 － 889

その他 21,882 18,359

固定負債合計 481,315 434,912

負債合計 1,079,611 1,195,157

純資産の部

株主資本

資本金 213,240 213,240

資本剰余金 133,240 133,240

利益剰余金 308,722 269,735

自己株式 △142,851 △158,539

株主資本合計 512,350 457,676

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △7,301 △13,309

その他の包括利益累計額合計 △7,301 △13,309

少数株主持分 59,964 49,890

純資産合計 565,013 494,256

負債純資産合計 1,644,625 1,689,413
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 2,047,127 2,094,530

売上原価 1,628,395 1,743,791

売上総利益 418,732 350,739

販売費及び一般管理費 341,399 315,555

営業利益 77,332 35,184

営業外収益

受取利息 249 190

受取地代家賃 5,413 5,256

為替差益 － 428

その他 2,783 1,594

営業外収益合計 8,446 7,469

営業外費用

支払利息 5,583 5,031

貸倒引当金繰入額 － 3,150

不動産賃貸費用 2,336 2,100

為替差損 1,504 －

その他 1,172 1,641

営業外費用合計 10,596 11,924

経常利益 75,182 30,729

特別利益

固定資産売却益 1,507 －

移転補償金 40,271 －

特別利益合計 41,778 －

特別損失

固定資産除却損 6,451 14,875

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,347 －

その他 2,575 －

特別損失合計 11,374 14,875

税金等調整前四半期純利益 105,586 15,853

法人税、住民税及び事業税 26,689 12,404

法人税等調整額 △2,135 3,806

法人税等合計 24,554 16,210

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

81,032 △357

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11,458 △4,066

四半期純利益 69,573 3,708
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

81,032 △357

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △3,946 △6,008

その他の包括利益合計 △3,946 △6,008

四半期包括利益 77,085 △6,365

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 90,517 704

少数株主に係る四半期包括利益 △13,432 △7,070
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 105,586 15,853

減価償却費 24,402 28,035

差入保証金償却額 1,422 379

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,347 －

長期前払費用償却額 5,801 5,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） 171 11,875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 993 809

受取利息 △249 △190

受取賃貸料 △5,413 △5,256

補助金収入 △1,680 △420

支払利息 5,583 5,031

固定資産除売却損益（△は益） 4,944 14,875

売上債権の増減額（△は増加） △60,434 △46,809

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,768 △15,281

その他の資産の増減額（△は増加） 6,284 △3,665

仕入債務の増減額（△は減少） 5,420 24,159

その他の負債の増減額（△は減少） 32,890 30,308

その他 2,934 4,319

小計 124,238 69,116

利息の受取額 249 190

賃貸料の受取額 3,837 3,915

補助金の受取額 1,680 420

利息の支払額 △5,255 △4,425

法人税等の支払額 △50,666 △37,020

営業活動によるキャッシュ・フロー 74,082 32,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 △1,620 －

貸付金の回収による収入 2,494 2,884

有形及び無形固定資産の取得による支出 △15,884 △229,984

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,952 －

差入保証金の差入による支出 △8,957 △1,376

差入保証金の回収による収入 22,773 19,671

保険積立金の積立による支出 △17,459 △17,459

投資その他の資産の増減額（△は増加） △10 △879

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,710 △227,144
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

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 250,000 215,000

短期借入金の返済による支出 △232,100 △90,500

長期借入れによる収入 165,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △150,095 △98,180

社債の償還による支出 △25,000 △35,000

株式の発行による収入 2,720 －

自己株式の取得による支出 △38,164 △15,687

配当金の支払額 △28,740 △42,696

その他 △3,816 △3,390

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,196 29,545

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,974 △8,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,799 △173,748

現金及び現金同等物の期首残高 458,947 515,811

現金及び現金同等物の四半期末残高 450,148 342,062
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該当事項はありません。

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プランツスケープ事業であり

ます。

２．セグメント利益又は損失の調整額△227,116千円には、セグメント間取引消去4,579千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△231,696千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない管理部門等に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△192,249千円には、セグメント間取引消去1,226千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△193,475千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない管理部門等に係る費用であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、前第３四半期連結累計期間まで生花祭壇事業及び生花卸売事業の２つを報告セグメン

トとしておりましたが、前連結会計年度の期末より、生花祭壇事業、生花卸売事業及びブライダル装花事

業の３つの報告セグメントに変更しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに基づき作成しており

ます。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

生花祭壇
事業

生花卸売
事業

ブライダル
装花事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,528,410 402,793 115,690 2,046,894 233 2,047,127 － 2,047,127

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 460,297 5,795 466,092 － 466,092 △466,092 －

計 1,528,410 863,091 121,485 2,512,986 233 2,513,220 △466,092 2,047,127

セグメント利益又は損
失（△）

196,471 105,020 3,707 305,199 △750 304,449 △227,116 77,332

（単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額

（注）２生花祭壇事業 生花卸売事業
ブライダル
装花事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,556,383 403,162 134,984 2,094,530 － 2,094,530

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 473,214 4,601 477,816 △477,816 －

計 1,556,383 876,377 139,585 2,572,346 △477,816 2,094,530

セグメント利益又は損
失（△）

131,584 83,642 12,206 227,433 △192,249 35,184
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日)

該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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