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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年６月期第１四半期の連結業績（平成24年７月１日～平成24年９月30日） 
(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 ％ 

25年６月期第１四半期 748 － 126 － 138 － 78 － 
24年６月期第１四半期 － － － － － － － － 

（注）包括利益  25年６月期第１四半期  79百万円（－％） 24年６月期第１四半期 －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 

25年６月期第１四半期 62.82 － 
24年６月期第１四半期 － － 

（注）当社は平成24年６月期第１四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年６月期
第１四半期の数値及び平成24年６月期第１四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

25年６月期第１四半期 5,118 4,428 86.5 
24年６月期 5,169 4,411 85.3 

（参考）自己資本    25年６月期第１四半期  4,428百万円  24年６月期  4,411百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 

24年６月期 － 0.00 － 50.00 50.00 
25年６月期 －     
25年６月期(予想)  0.00 － 50.00 50.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
 
３．平成25年６月期の連結業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭 

第２四半期 
(累計) 

1,557 9.3 287 3.5 302 2.0 170 66.1 136.08 

通      期 3,065 8.5 511 5.6 541 6.1 305 57.0 243.41 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 
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※注記事項 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

新規  －社  （        －） 、除外  －社  （        －） 
  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有 
  
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 
② ①以外の会計方針の変更 ：無 
③ 会計上の見積りの変更 ：有 
④ 修正再表示 ：無 
(注)詳細は、添付資料Ｐ.3「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。 

 

(4) 発行済株式数（普通株式）  
①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年６月期１Ｑ 1,256,250株 24年６月期 1,256,250株 
②  期末自己株式数 25年６月期１Ｑ －株 24年６月期 －株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年６月期１Ｑ 1,256,250株 24年６月期１Ｑ 1,056,250株 

 
 
※ 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レビュー手続の対象外であります。なお、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 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する
前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にか
かわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信〔添付資料〕３ページ「(３)．連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 
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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 

当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、東日本大震災の復興需要に牽引され、緩やかな回

復傾向にあるものの、歴史的な円高傾向や欧州債務危機の長期化による景気の低迷を受け、依然

として厳しい経営環境にあります。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における売上高は748,800千円、営業利益

は126,554千円、経常利益は138,495千円となった結果、四半期純利益は78,916千円となりまし

た。 

なお、当社は前第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表を作成していないた

め、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

〔グリーン事業〕 

当社グループの主力事業である当セグメントの売上高は642,518千円となり、営業利益は11

8,294千円となりました。関西エリアの売上高営業利益率は18.5％、関東エリアでは売上高営

業利益率は18.9％となりました。どちらも新規契約が順調に積み上がっており、新規納品の仕

入高の増加による影響により、売上高営業利益率は20.0％を割り込みました。 

 

〔卸売事業〕 

当セグメントの売上高は67,025千円となり順調に推移しております。主要な仕入先である中

華人民共和国の人件費や材料費の増加等がありましたが、全体的な経費削減効果により営業利

益は4,673千円となりました。 

 

〔ネット通販事業〕 

当セグメントの売上高は9,242千円となり、2,163千円の営業損失となりました。なお、ネッ

ト通販事業は「母の日」の属する第４四半期に売上高と営業利益が偏重する傾向があります。 

 

〔造園事業〕 

当セグメントの売上高は35,447千円となり、営業利益は2,239千円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は5,118,009千円となり、前連結会計年度末に比

べ51,052千円の減少（1.0％減）となりました。個別に見ますと、流動資産は2,589,006千円とな

り、前連結会計年度末に比べて48,111千円の増加（1.9％増）となりました。これは主に受取手

形及び売掛金が27,653千円増加したこと等によるものであります。また、固定資産は2,529,003

千円となり、前連結会計年度末に比べて99,163千円の減少（3.8％減）となりました。これは主

に投資有価証券が101,057千円減少したこと等によるものであります。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は689,664千円となり、前連結会計年度末に比

べて67,624千円の減少（8.9％減）となりました。これは主に未払法人税等が79,393千円減少し

たこと等によるものであります。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は4,428,345千円となり、前連結会計年度末

に比べて16,572千円の増加（0.4％増）となりました。これは主に、四半期純利益を78,916千円
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計上し、一方で、配当金62,812千円の支払等により、利益剰余金が16,103千円増加したことによ

るものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

本資料の発表日現在におきましては、平成24年８月10日に発表した連結業績予想を変更しており

ません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年

７月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更し

ております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,563,428 1,580,854

受取手形及び売掛金 321,625 349,278

有価証券 509,828 510,090

商品及び製品 88,159 87,938

仕掛品 344 1,418

原材料及び貯蔵品 10,760 10,763

その他 52,853 54,114

貸倒引当金 △6,104 △5,452

流動資産合計 2,540,895 2,589,006

固定資産   

有形固定資産   

土地 795,292 795,292

その他 895,033 870,343

減価償却累計額 △683,529 △658,280

その他（純額） 211,504 212,062

有形固定資産合計 1,006,797 1,007,355

無形固定資産   

のれん 15,445 13,918

その他 52,120 55,632

無形固定資産合計 67,565 69,551

投資その他の資産   

投資有価証券 707,328 606,270

繰延税金資産 179,502 179,271

投資不動産 506,735 506,735

減価償却累計額 △69,693 △71,800

投資不動産（純額） 437,042 434,935

その他 321,248 322,936

貸倒引当金 △91,316 △91,316

投資その他の資産合計 1,553,804 1,452,096

固定資産合計 2,628,167 2,529,003

資産合計 5,169,062 5,118,009
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 79,971 85,743

未払法人税等 137,826 58,433

賞与引当金 1,251 24,187

その他 143,079 131,805

流動負債合計 362,129 300,170

固定負債   

退職給付引当金 143,560 138,367

長期未払金 207,018 207,018

その他 44,580 44,107

固定負債合計 395,159 389,494

負債合計 757,289 689,664

純資産の部   

株主資本   

資本金 172,770 172,770

資本剰余金 122,488 122,488

利益剰余金 4,118,614 4,134,718

株主資本合計 4,413,873 4,429,977

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △464 △81

為替換算調整勘定 △1,636 △1,550

その他の包括利益累計額合計 △2,100 △1,631

純資産合計 4,411,773 4,428,345

負債純資産合計 5,169,062 5,118,009
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 748,800

売上原価 281,181

売上総利益 467,618

販売費及び一般管理費 341,063

営業利益 126,554

営業外収益  

受取利息 5,633

受取配当金 166

投資不動産賃貸料 10,564

デリバティブ評価益 2,041

その他 2,028

営業外収益合計 20,435

営業外費用  

不動産賃貸原価 5,241

為替差損 2,509

その他 743

営業外費用合計 8,494

経常利益 138,495

税金等調整前四半期純利益 138,495

法人税等 59,579

少数株主損益調整前四半期純利益 78,916

四半期純利益 78,916
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 78,916

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 382

為替換算調整勘定 85

その他の包括利益合計 468

四半期包括利益 79,384

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 79,384

少数株主に係る四半期包括利益 －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自  平成24年７月１日  至  平成24年９月30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 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 

(注)１ 

四半期連結損

益計算書 

計上額 

(注)２ 

グリーン事業 

卸売事業 
ネット通
販事業 

造園事業 
関東 

エリア 
関西 
エリア 

海外 
エリア 

小計 

売上高           

 外部顧客へ 
の売上高 

315,354 318,790 8,358 642,503 63,071 7,792 35,432 748,800 － 748,800 

 セグメント 

間の内部売 
上高又は振 
替高 

－ 15 － 15 3,953 1,450 14 5,433 △5,433 － 

計 315,354 318,805 8,358 642,518 67,025 9,242 35,447 754,234 △5,433 748,800 

セグメント 
利益又は損失
（△） 

59,668 58,956 △331 118,294 4,673 △2,163 2,239 123,043 3,510 126,554 

(注) １ セグメント利益（営業利益）の調整額3,510千円は、各セグメントの事務所使用料の内部振替等であり

ます。 

２ セグメント利益は、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  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(5)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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