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                        平成 29年９月 28日 

各  位  

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

（コード番号：3041 東証二部） 

                                             本社所在地  熊本県熊本市南区流通団地 1-46 

代 表 者  代表取締役社長    三島 美佐夫 

問 合 せ 先  取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部長   田口 絹子 

TEL （096）370-0004（代表） 

 

 

 
（訂正・数値データ訂正）平成29年６月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社が平成29年８月14日付で公表した「平成29年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記

載内容の一部に訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありま

したので訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正個所につきましては下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

  平成 29年６月期決算短信の発表後に、記載内容に一部誤りがありましたため、訂正するもの 

であります。 

 

２．訂正内容 

＜サマリー情報＞ 

１．平成 29 年６月期の連結業績（平成 28年７月１日～平成 29 年６月 30 日） 

【訂正前】 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
29年６月期 

28年６月期 

百万円 

2,492 
2,884 

百万円 

518 
572 

％ 

20.6 
19.6 

円 銭 

126.68 
139.71 

 

【訂正後】 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
29年６月期 

28年６月期 

百万円 

2,492 
2,884 

百万円 

518 
572 

％ 

20.6 
19.6 

円 銭 

126.65 
139.71 
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【訂正前】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 
29年６月期 

28年６月期 

百万円 

225 
△59 

百万円 

△103 
△29 

百万円 

△278 
△358 

百万円 

940 
1,096 

 

【訂正後】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 
29年６月期 

28年６月期 

百万円 

184 
△59 

百万円 

△70 
△29 

百万円 

△270 
△358 

百万円 

940 
1,096 

 

＜添付資料＞ 

 １．経営成績・財政状態に関する分析 

 （１）経営成績に関する分析 

 （生花祭壇事業） 

【訂正前】 【訂正後】 

生花祭壇事業の売上高は、3,222,293千円（前年同

期比 6.1％増）と、過去最高となりました。 

生花祭壇事業の売上高は、3,215,457千円（前年同

期比 5.9％増）と、過去最高となりました。 

 

（ブライダル装花事業） 

【訂正前】 【訂正後】 

ブライダル装花事業の売上高は、497,931千円（前

年同期比 1.6％増）となりました。 

ブライダル装花事業の売上高は、504,767千円（前

年同期比 3.0％増）となりました。 

 

 （２）財政状態に関する分析 

   ②キャッシュ・フローの状況 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

【訂正前】 【訂正後】 

当連結会計年度末において、営業活動の結果得ら

れた資金は 225,874千円（前年同期は 59,804千円

の使用）となりました。これは主に、貸倒引当金

の増減額 129,700千円、減価償却費 51,251千円、

売上債権の増減額 91,172千円を計上した一方で、

仕入債務の減少額を81,195千円計上したことによ

るものであります。 

当連結会計年度末において、営業活動の結果得ら

れた資金は 184,814千円（前年同期は 59,804千円

の使用）となりました。これは主に、貸倒引当金

の増減額 129,693千円、減価償却費 44,219千円、

売上債権の増減額 92,802千円を計上した一方で、

仕入債務の減少額を80,682千円計上したことによ

るものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

【訂正前】 【訂正後】 

当連結会計年度末において、投資活動の結果使用

した資金は 103,451千円（前年同期は 29,606千円

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 114,623 千円による

ものであります。 

当連結会計年度末において、投資活動の結果使用

した資金は 70,631 千円（前年同期は 29,606 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78,319千円によるも

のであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

【訂正前】 【訂正後】 

当連結会計年度末において、財務活動の結果使用

した資金は 278,520 千円（前年同期は 358,183 千

円の使用）となりました。これは主に、借入金の

純減 231,778千円によるものであります。 

当連結会計年度末において、財務活動の結果使用

した資金は 270,284 千円（前年同期は 358,183 千

円の使用）となりました。これは主に、借入金の

純減 231,933千円によるものであります。 

 

【訂正前】 

４．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 138,961 22,154 

 減価償却費 54,156 51,251 

 子会社株式売却損益（△は益） - △34,571 

 子会社清算損益（△は益） 7,172 - 

 減損損失 - 1,240 

 のれん償却額 20,219 20,219 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,293 129,700 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,530 △8,874 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,538 14,375 

 受取利息及び受取配当金 △869 △2,666 

 受取賃貸料 △6,564 △5,303 

 支払利息 22,942 19,887 

 固定資産売却損益（△は益） 357 647 

 受取保険金 △13,740 - 

 関係会社株式評価損 - 1,249 

 受取損害賠償金 - △118,664 

 売上債権の増減額（△は増加） 16,907 91,172 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 9,044 △3,662 

 仕入債務の増減額（△は減少） △83,666 △81,195 

 その他 △112,827 55,057 

 小計 64,868 152,022 

 利息及び配当金の受取額 869 2,643 

 賃貸料の受取額 6,564 5,303 

 保険金の受取額 13,740 - 

 損害賠償金の受取額 - 118,664 

 利息の支払額 △23,268 △19,979 

 法人税等の支払額 △122,579 △32,780 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △59,804 225,874 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

- 14,866 

 子会社の清算による収入 1,566 1,400 

 貸付けによる支出 - △15,000 

 貸付金の回収による収入 2,165 1,754 

 関係会社株式の取得による支出 △1,250 - 

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △37,792 △114,623 

 有形及び無形固定資産の売却による収入 823 - 

 保険積立金の積立による支出 △19,177 △18,925 

 差入保証金の差入による支出 △1,855 △976 

 差入保証金の回収による収入 13,419 26,799 

 その他 12,493 1,254 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △29,606 △103,451 

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 910,000 1,006,000 

 短期借入金の返済による支出 △1,565,001 △1,257,503 

 長期借入れによる収入 780,000 702,000 

 長期借入金の返済による支出 △470,913 △682,275 

 社債の発行による収入 50,000 - 

 社債の償還による支出 △20,000 △7,100 

 自己株式の取得による支出 △49,976 - 

 配当金の支払額 △14,981 △22,474 

 その他 22,689 △17,167 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △358,183 △278,520 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,865 - 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △451,459 △156,101 

現金及び現金同等物の期首残高 1,548,196 1,096,736 

現金及び現金同等物の期末残高 1,096,736 940,634 
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【訂正後】 

４．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 138,961 22,154 

 減価償却費 54,156 44,219 

 子会社株式売却損益（△は益） - △34,571 

 子会社清算損益（△は益） 7,172 - 

 減損損失 - 1,240 

 のれん償却額 20,219 20,219 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,293 129,693 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,530 △8,874 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,538 14,375 

 受取利息及び受取配当金 △869 △2,666 

 受取賃貸料 △6,564 △5,303 

 支払利息 22,942 19,887 

 固定資産売却損益（△は益） 357 647 

 受取保険金 △13,740 - 

 関係会社株式評価損 - 1,249 

 受取損害賠償金 - △118,664 

 売上債権の増減額（△は増加） 16,907 92,802 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 9,044 △3,662 

 仕入債務の増減額（△は減少） △83,666 △80,682 

 その他 △112,827 18,897 

 小計 64,868 110,962 

 利息及び配当金の受取額 869 2,643 

 賃貸料の受取額 6,564 5,303 

 保険金の受取額 13,740 - 

 損害賠償金の受取額 - 118,664 

 利息の支払額 △23,268 △19,979 

 法人税等の支払額 △122,579 △32,780 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △59,804 184,814 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

- 56,633 

 子会社の清算による収入 1,566 1,400 

 貸付けによる支出 - △60,000 

 貸付金の回収による収入 2,165 1,807 

 関係会社株式の取得による支出 △1,250 - 

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △37,792 △78,319 

 有形及び無形固定資産の売却による収入 823 - 

 保険積立金の積立による支出 △19,177 △18,975 

 差入保証金の差入による支出 △1,855 △976 

 差入保証金の回収による収入 13,419 26,799 

 その他 12,493 1,000 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △29,606 △70,631 

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 910,000 1,006,000 

 短期借入金の返済による支出 △1,565,001 △1,257,503 

 長期借入れによる収入 780,000 701,845 

 長期借入金の返済による支出 △470,913 △682,275 

 社債の発行による収入 50,000 - 

 社債の償還による支出 △20,000 △7,100 

 自己株式の取得による支出 △49,976 - 

 配当金の支払額 △14,981 △22,474 

 その他 22,689 △8,776 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △358,183 △270,284 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,865 - 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △451,459 △156,101 

現金及び現金同等物の期首残高 1,548,196 1,096,736 

現金及び現金同等物の期末残高 1,096,736 940,634 
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【訂正前】 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成28年７月１日  至  平成29年６月30日)  

      （単位：千円) 

 

報告セグメント 
その他（注）

１ 
調整額 
（注）２ 

連結 
財務諸表 
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 

3,222,293 1,467,391 497,931 5,187,616 493,027 ― 5,680,644 

  セグメント間の
内部売上高又は振
替高 

3,094 934,720 8,675 946,490 10,817 △957,307 ― 

計 3,225,388 2,402,112 506,607 6,134,107 503,845 △957,307 5,680,644 

セグメント利益 385,498 △9,011 50,297 426,785 △22,990 △401,276 2,518 

その他の項目        

減価償却費 25,249 1,803 2,936 29,990 7,308 13,952 51,251 

のれんの償却額 4,359 ― 5,233 9,592 10,626 ― 20,219 

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額 

26,666 ― 5,200 31,866 17,447 14,605 63,919 

 

【訂正後】 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成28年７月１日  至  平成29年６月30日)  

      （単位：千円) 

 

報告セグメント 
その他（注）

１ 
調整額 
（注）２ 

連結 
財務諸表 
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 

3,215,457 1,467,391 504,767 5,187,616 493,027 ― 5,680,644 

  セグメント間の
内部売上高又は振
替高 

9,930 934,720 1,839 946,490 10,817 △957,307 ― 

計 3,225,388 2,402,112 506,607 6,134,107 503,845 △957,307 5,680,644 

セグメント利益 385,498 △9,011 50,297 426,785 △22,990 △401,276 2,518 

その他の項目        

減価償却費 8,533 1,803 2,936 13,273 7,308 23,637 44,219 

のれんの償却額 4,359 ― 5,233 9,592 10,626 ― 20,219 

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額 

6,433 112 5,200 11,746 64,581 44,015 120,343 

 

 

   以 上 


