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１．平成 17 年 12 月中間期の業績（平成 17 年７月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 

(1) 経営成績                          （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17 年 12 月中間期 2,653 （20.0） 207 （21.9） 203 （19.5）

16 年 12 月中間期 2,210 （－） 170 （－） 169 （－）

17 年６月期 4,228 209 205 
 

 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 
１ 株 当 た り 中 間
（ 当 期 ） 純 利 益

潜在株式調整後１株当たり
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

17 年 12 月中間期 110 （20.7） 14,830 09 － －

16 年 12 月中間期 91 （－） 13,845 00 － －

17 年６月期 115 17,443 15 － －

（注）①持分法投資損益 17 年 12 月中間期 －百万円 16 年 12 月中間期 －百万円 17 年６月期 －百万円

 ②期中平均株式数 17 年 12 月中間期 7,457 株 16 年 12 月中間期 6,620 株 17 年６月期 6,620 株

 ③会計処理の方法の変更   無    

 ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率でありま

す。なお、16 年 12 月中間期が中間決算開示初年度であるため、16 年 12 月中間期の増減率については記載し

ておりません。 
 

(2) 配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 

 円 銭 円 銭

17 年 12 月中間期 0 00 － －

16 年 12 月中間期 0 00 － －

17 年６月期 － － 5,000 00 

 

(3) 財政状態                      （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％ 円 銭

17 年 12 月中間期 2,155 1,131 52.5 148,521 34

16 年 12 月中間期 1,805 750 41.6 113,403 20

17 年６月期 1,161 774 66.7 117,012 87

（注） ①期末発行済株式数 17 年 12 月中間期 7,620 株 16 年 12 月中間期 6,620 株 17 年６月期 6,620 株

 ②期末自己株式数 17 年 12 月中間期 －株 16 年 12 月中間期 －株 17 年６月期 －株
 

(4) キャッシュ・フローの状況              （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 
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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

17 年 12 月中間期 △225 △39 258 292 

16 年 12 月中間期 △81 △9 204 206 

17 年６月期 248 29 △73 298 
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２．平成 18 年６月期の業績予想（平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日） 

１株当たり年間配当金 
 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

期末 
末

 
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通 期 4,554 265 154 6,000 00 6,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 20,336 円 27 銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。上記予想に

関する事項は、添付資料の８ページを参照して下さい。 
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１． 企業集団の状況 

関係会社等はありません。 

 

２． 経営方針 

（1） 会社の経営の基本方針 

当社は、研究室の中だけで行われていた組織培養のバイオテクノロジー技術を実際の農業の中で活かしてい

くという「バイオテクノロジーをラボラトリーからフィールドへ」、そして「消費者とともに農業を考え、農

業活性化の一助を担う」ことを理念としております。 

当社は、バイオテクノロジー技術を使って苗を作りその苗を販売するということから、その収穫された果実

を販売するところまで事業分野が広がり、消費者に近づいていくことでしか得られない本当のニーズを知り、

活かすことができるようになってまいりました。今後も当社は、その有する情報・技術を活用し、生産者と消

費者をつなぐかけ橋として邁進してまいります。 

 

（2） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分について、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しながら、安定

配当を継続、維持しつつ業績も考慮して、積極的な配当政策を行うことを基本方針といたしております。 

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える研

究開発や生産技術の強化、人材育成をはかるため、有効投資してまいりたいと考えております。 

なお、当期の期末配当金につきましては、１株当たり 6,000 円を予定しております。 

 

（3） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図ることは、資本政策上の重要課題と認識しております。 

株式分割等の投資単位の引下げに関しましては、株式市場の趨勢、当社株式の流動性、株価水準、費用対効

果等を総合的に勘案し検討してまいりますが、現時点において実施時期等については未定であります。 

 

（4） 目標とする経営指標 

当社は、売上高の増加等、規模の拡大も必要なことと認識しておりますが、それ以上に売上高総利益（率）、

営業利益（率）、経常利益（率）及び当期（中間）純利益（率）等の各段階の利益及び利益率を経営指標とし

て重視しております。今後も経営の効率化をはかり、各段階利益の向上を目指してまいります。 

 

（5） 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、農産物の複雑な販売システムを簡素化して、可能な限り産地直送システムを構築していくという目

標に向かって邁進しております。その手段として、当社独自のいちご品種「ペチカ」を使い、バイオテクノロ

ジー技術を駆使し、苗の育種から生産、さらに果実の生産・販売までという事業のひとつの流れを構築してま

いりました。これを手掛かりとして、当社独自の品種にこだわることなく、得意先が望んでいるいちごを供給

するため、当社はその季節ごとの最良の品種を全国各地から求め、１年 365 日、安全で安心ないちごの安定供

給を実現しております。このように、これまでの事業展開の中において蓄積されてきた様々な技術、情報、ノ

ウハウをさらに強固なものとしていくことが当社の主要な戦略テーマであり、これらの技術等をいちご以外の

果実・野菜への展開に活かしていくことが次に続くテーマであると考えております。 

いちご分野については、これまで関東から関西へと展開してまいりましたが、これを全国的な販売網に展開

すること、いちご以外の分野は、いちごによって全国に広がった得意先や輸送技術等の販売網を有効に活用す

ることをテーマとしております。そのため、各産地・生産農家の果実・野菜と得意先を結びつけ、新たな需要

と供給源を生み出し確保していく体制と実績を積上げていくことに主眼をおきながら、展開をはかってまいり

ます。 
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（6） 会社の対処すべき課題 

① 夏秋いちご新品種の開発研究 

ペチカは夏秋期の国産いちごとして販売先の洋菓子メーカー等から支持を得ております。しかし、新しい

タイプの優秀な品種を提案していくことは夏秋期のいちごの需要をさらに拡大していくためにも重要なこ

とと考えられます。また、全国各地の気候や風土の異なる地域ごとに、より適した夏秋いちごを開発し、そ

れを産地化することで特色のある産地形成が可能になると考えられます。 

種苗登録申請しております「エスポ」（出願番号 第 16485 号）につきましては、生産農家での栽培を想定

して特性調査を行い、評価試験を継続実施しておりますが、さらに今後もエスポに続く新品種の研究開発を

進めてまいります。 

 

② 一季成性いちご苗の分業システムの構築 

当社は、ペチカ苗について、生産農家が必要なときに必要な量の苗を供給する苗生産の分業システムを確

立しており、生産農家の作業負担の軽減に大きく貢献しております。 

当社は、このシステムをとちおとめ、さちのか等の一季成性いちご苗にも適用し、実用化に向けて検討を

進めてまいりました。今後も引続き圃場での増殖条件、病虫害の防除方法、苗の冷蔵貯蔵条件及び製造コス

ト等の検討を行い、いちご生産農家等に対しこのシステムの有用性について周知をはかり、受注に向けての

活動をはかっていく方針であります。 

 

③ 人材育成及び栽培技術等の伝承 

当社の事業内容は、農業に密接に係っているため、天候不順や病虫害等の影響を受けることがあります。

しかし、当社はその時々の天候、気象条件等の自然環境の変化に対応していく栽培技術・ノウハウを蓄積し

ており、産地での栽培技術指導に活かすことによって業績等への影響をより軽微なものになるよう努めてお

ります。しかし、これら農業に関係する技術・ノウハウ等の習得には、マニュアル化しにくい経験という学

習も必要となります。今後は、さらにそれらの栽培技術・ノウハウを組織全体に広げていくため、人材の採

用、育成に努めていく方針であります。 

 

（7） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立し、企業活動の健全性及び透明性を

確保し、もって業務執行の効率化をはかり、長期的に企業価値の向上をはかっていくことが重要な経営課題

のひとつであると考えております。 
 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

a． 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の

状況 

 

(会社の機関及び内部統制図) 
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ア．会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しております。また、監査役２名からなる監査役協議会を構成しており、

経営の健全性及び透明性を高めるために２名の全員を社外監査役（うち、１名は常勤監査役）としてお

ります。さらに監査役は２名とも公認会計士であり、コンプライアンスやアカウンタビリティの面から

も取締役の業務執行に対する監督機能が高まっております。（監査役２名は「株式会社の監査等に関す

る商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査役であります。なお、当社は大会社に該当

いたしませんが、大会社に準じて社外監査役として登用しております。） 

取締役会は６名で構成され、定例の取締役会が原則毎月１回、また臨時取締役会が必要に応じて開催

され、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。また、弁護士１名を社外取締役として

選任しており、取締役の業務執行をコンプライアンスの面から実効性あるものとして確保しております。 

重要な法的判断あるいはコンプライアンスに関する事項については、外部の顧問弁護士にも相談し必

要な検討を実施しております。 

 

イ．内部統制システムの整備の状況 

当社の内部統制システムにつきましては、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等の

諸規程に基づき、部署や業務内容ごとに権限と責任が明確に標準化されております。 

実際の業務執行状況の中における内部統制の有効性については、経営企画部が内部監査人（兼任２名）

として全部署を対象に必要な監査及び調査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長に報告さ

れ、必要に応じて社長の指示により改善命令を出し、改善状況をチェックする体制で運営されておりま

す。また、監査役と内部監査人とは密接な連携をとっており、監査役は必要に応じて内部監査の状況を

確認するなど、随時意見交換をしております。 

管理部（経理・財務、総務担当）は、当社全部門の会計数値や法令遵守の観点から業務遂行の状況を

常に確認しており、事業部門の業務全般を管理・統制しております。 

また、継続的に規程の改訂・新設を行っており、内部牽制制度の充実に努めております。 

 

ウ．リスク管理体制の整備の状況 

当社は、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処していくために、現

状の把握と情報の共有化をはかっております。それらの情報を早急に把握し、経営上のリスク判断を行

い、発生後の的確な対応を適正に行うように努めております。また、リスクを未然に防止する観点から、

企業倫理や法令順守を意識した社内規程の整備を進めると同時に、必要に応じて顧問弁護士等にリスク

に対する公正・適切な助言指導を受けております。 

 

b． 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役 柿本輝明は、当社株式0.52％を保有しております。 

社外監査役 堤直美は、当社株式0.26％を保有しております。 

社外監査役 伊藤隆は、当社株式0.26％を保有しております。 

なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、上記以外の資本的関係または取引関係

その他の利害関係はありません。 

 

c． 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの当中間会計期間における実施状況 

当中間会計期間において取締役会を８回開催し、当社の業務執行状況を確認し、経営に関する重要事項

を協議決定しております。 

監査役協議会は５回開催され、監査状況について協議決定し、各監査役は取締役会をはじめとする重要

な会議への出席、あるいは業務及び財産の状況調査をとおして取締役の職務遂行を監査しております。 

 

（8） 親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、記載すべき事項はありません。 

 

（9） その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３． 経営成績及び財政状態 

（1） 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰など懸念材料はあるものの、企業収益の好転によ

り民間設備投資が回復傾向となり、雇用情勢も一部改善の兆しが見え始め個人消費も底堅い中で推移してま

いりました。 

このような状況の中で、当社は夏秋いちご「ペチカ」を中心に営業展開をはかってまいりました。「ペチカ」

につきましては、７月から９月にかけての猛暑の影響により、生産農家からの入荷数量が一時的に減少した

ものの、取引先への安定供給に力を注ぎ要望に応えるよう努めてまいりました。また、業務用いちご果実の

最需要期となる 12 月クリスマス期には、直前の西日本を中心とする寒波や降雪の影響により市場への入荷数

量が伸び悩む一方、いちご相場価格は平年並みの高値で推移いたしました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は 2,653 百万円（前年同期比 20.0％増）、営業利益は 207 百万円（前年

同期比21.9％増）、経常利益は203百万円（前年同期比19.5％増）、中間純利益は110百万円（前年同期比20.7％

増）となりました。 

事業の種類別の業績は次のとおりであります。 

 

（種苗部門） 

種苗部門は、ペチカを生産している一部の産地・生産者が秋定植（秋に定植し、翌年春から収穫）から春

定植（春に定植し、その年の初夏から収穫）へ作型を変更したことから、秋定植用ペチカ苗の出荷本数が減

少し、売上高は前年同期比 17.6％減少し 17 百万円となりました。 

 

（いちご果実部門） 

いちご果実部門は、コンビニエンスストア向けのいちごアイテム商品の積極的な営業活動と、オーナーシ

ェフ店等への国産いちごの営業活動により販売数量は前年同期に比べ 11.7％増加いたしました。 

一方、天候の影響も少なからずあり、７月から９月にかけての猛暑の影響により、ペチカ生産農家からの

入荷数量が一時的に減少し、取引先への安定供給に力を注ぎ要望に応えるよう努めてまいりましたが、大き

く拡大する戦略を抑えざるを得ませんでした。また、業務用いちごの最需要期である 12月クリスマス期には、

寒波の影響等から市場への入荷数量が伸び悩み、数量の安定確保に努めました。クリスマス期のいちご相場

価格は平年並みの高値で推移し、当社の販売先への販売価格も平年並みに推移することとなりました。 

その結果、売上高は前年同期比 20.7％増加し 2,333 百万円となりました。 

 

（青果部門） 

青果部門は、いちご果実の得意先が増えたことにともない、それらの得意先に対するいちご以外の洋菓子

材料として、ブルーベリー等のベリー類、メロン及びバナナ等の販売数量が増加いたしました。その結果、

売上高は前年同期比 99.0％増加し 105 百万円となりました。 

 

（その他部門） 

その他部門については、資材売上高は前年同期比 1.0％減少し 55 百万円となり、菓子売上高は前年同期比

4.5％減少し 140 百万円となったことから、その他売上高の合計は 196 百万円となりました。 
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（2） 財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

（流動資産） 

 流動資産は、前年同期と比較して 380 百万円増加し 1,636 百万円となりました。これは、12 月クリスマス期

の売上高増加に伴う売掛金の増加が主因であります。 

 

（固定資産） 

 固定資産は、前年同期と比較して 30 百万円減少し 518 百万円となりました。これは、有形固定資産の減価

償却による減少が主因であります。 

 

（流動負債） 

 流動負債は、前年同期と比較して 28 百万円増加し 1,004 百万円となりました。これは、短期借入金及び一

年以内返済予定の長期借入金が減少した一方、12 月クリスマス期の仕入高増加にともなう買掛金の増加があっ

たことが主因であります。 

 

（固定負債） 

 固定負債は、前年同期と比較して 59 百万円減少し 18 百万円となりました。これは、長期借入金の返済によ

るものであります。 

 

（資本） 

 資本は、前年同期と比較して 381 百万円増加し 1,131 百万円となりました。これは、ジャスダック証券取引

所上場に伴う新株式の発行（有償一般募集）による資本金及び資本準備金の増加が主因であります。 

この結果、株主資本比率は、前年同期の 41.6％から 52.5％になっております。 

 

② キャッシュ・フローの状況 
当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の増加や短期及び長期借

入金の返済による支出等がありましたが、新株発行による収入や仕入債務の増加等があったことから、前中間

会計期間末に比べ 85 百万円増加（前年同期比 41.1％増加）し、292 百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用された資金は 225 百万円（前年同期比 176.0％増加）となりました。これは主に税引前

中間純利益 202 百万円の計上や仕入債務の増加 609 百万円があった一方、売上債権の増加 974 百万円や法人税

等の支払 85 百万円があったこと等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） 

投資活動の結果使用された資金は 39 百万円（前年同期比 290.6％増加）となりました。これは主に差入敷金

及び保証金の差入による支出（差入による支出と返還による収入の差額）34 百万円があったこと等によるもの

であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は 258 百万円（前年同期比 26.2％増加）となりました。これは主に株式発行に

よる収入 279 百万円によるものであります。 
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（3） 通期の見通し 

今後の経営環境につきましては、原油価格の高騰など予断を許さない状況にあるものの、民間設備投資が回

復傾向となり、雇用情勢、個人消費にもようやく明るさが見え始め、緩やかな景気回復が期待されている中で

推移していくものと思われます。 

このような環境の中にあって、当社は事業基盤をより強固なものとするため、ペチカ生産産地の拡大をはか

る一方、引続きコンビニエンスストア向けにいちごや青果のアイテム商品の企画営業、全国のオーナーシェフ

店等への国産いちごや青果・その他果実の営業を積極的に推進してまいります。 

平成 18 年６月期通期の業績見通しといたしましては、売上高は、種苗売上高 120 百万円、いちご果実売上

高 3,834 百万円、青果売上高 225 百万円及びその他売上高 373 百万円の売上高合計 4,554 百万円を見込んでお

り、営業利益は 272 百万円、経常利益は 265 百万円、当期純利益は 154 百万円、１株当たり年間配当金 6,000

円を見込んでおります。 
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４． 個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  212,895 292,024 298,119 

２ 売掛金  918,707 1,220,365 246,050 

３ たな卸資産  100,826 103,308 76,596 

４ 繰延税金資産  7,028 6,895 12,331 

５ その他  23,214 21,463 25,168 

貸倒引当金  △6,734 △7,548 △5,798 

流動資産合計   1,255,939 69.6 1,636,509 75.9  652,467 56.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1）建物  225,198 204,865 213,044 

(2）機械及び装置  93,476 84,331 88,653 

(3）土地  80,382 79,291 79,291 

(4）その他  26,868 26,387 24,153 

有形固定資産合計  425,925 394,876 405,143 

２ 無形固定資産  2,687 4,225 4,639 

３ 投資その他の資産    

(1）繰延税金資産  4,998 6,205 5,588 

(2）差入敷金及び保
証金 

 79,185 88,753 60,129 

(3）その他  36,640 24,579 33,657 

貸倒引当金  △147 △86 △431 

投資その他の資産
合計 

 120,677 119,451 98,943 

固定資産合計   549,290 30.4 518,554 24.1  508,726 43.8

資産合計   1,805,230 100.0 2,155,063 100.0  1,161,193 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  492,970 716,044 106,377 

２ 短期借入金 ※２ 250,000 100,000 － 

３ 一年以内返済予定
の長期借入金 

※２ 52,862 － 38,890 

４ 未払金  71,184 73,376 50,849 

５ 未払法人税等  84,599 90,819 88,777 

６ 未払消費税等  13,263 12,303 13,888 

７ その他  10,893 11,986 22,585 

流動負債合計   975,773 54.0 1,004,530 46.6  321,369 27.7

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 62,927 － 48,389 

２ 退職給付引当金  15,800 18,800 16,810 

固定負債合計   78,727 4.4 18,800 0.9  65,199 5.6

負債合計   1,054,500 58.4 1,023,330 47.5  386,568 33.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   306,500 17.0 421,250 19.5  306,500 26.4

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  268,000 432,250 268,000 

資本剰余金合計   268,000 14.9 432,250 20.1  268,000 23.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  5,000 5,000 5,000 

２ 任意積立金  1,158 826 1,158 

３ 中間（当期）未処
分利益 

 169,546 271,186 193,366 

利益剰余金合計   175,705 9.7 277,012 12.8  199,524 17.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  524 0.0 1,219 0.1  600 0.1

資本合計   750,729 41.6 1,131,732 52.5  774,625 66.7

負債及び資本合計   1,805,230 100.0 2,155,063 100.0  1,161,193 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   2,210,957 100.0 2,653,514 100.0  4,228,352 100.0

Ⅱ 売上原価   1,653,223 74.8 2,043,704 77.0  3,290,622 77.8

売上総利益   557,734 25.2 609,810 23.0  937,730 22.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  387,393 17.5 402,188 15.2  728,513 17.3

営業利益   170,341 7.7 207,622 7.8  209,216 4.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  588 0.0 785 0.0  1,460 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,038 0.0 5,356 0.2  5,342 0.1

経常利益   169,891 7.7 203,050 7.6  205,333 4.8

Ⅵ 特別利益 ※３  26 0.0 3 0.0  26 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  － － 135 0.0  206 0.0

税引前中間（当期）
純利益 

  169,917 7.7 202,918 7.6  205,153 4.8

法人税、住民税及
び事業税 

 82,247 87,932 99,607 

法人税等調整額  △3,984 78,263 3.5 4,398 92,330 3.5 △9,907 89,680 2.1

中間（当期）純利
益 

  91,653 4.2 110,588 4.1  115,473 2.7

前期繰越利益   77,892 160,598  77,892

中間（当期）未処
分利益 

  169,546 271,186  193,366
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(3) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

 至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約キャッシ

ュ・フロー計算書 

（自 平成16年７月１日 

 至 平成17年６月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間（当期）純利益  169,917 202,918 205,153

減価償却費  17,833 15,440 35,819

退職給付引当金の増減額（減少：△）  1,230 1,990 2,240

貸倒引当金の増減額（減少：△）  5,298 1,404 4,646

受取利息及び受取配当金  △86 △88 △198

支払利息  979 203 1,974

固定資産売却益  △26 △3 △26

固定資産除却損  － 17 206

固定資産売却損  － 117 －

売上債権の増減額（増加：△）  △674,381 △974,315 △1,724

たな卸資産の増減額（増加：△）  △21,041 △26,711 3,188

仕入債務の増減額（減少：△）  387,882 609,666 1,290

その他  46,547 29,587 26,199

小計  △65,847 △139,770 278,770

利息及び配当金の受取額  135 162 177

利息の支払額  △1,109 △205 △1,928

法人税等の支払額  △14,951 △85,890 △28,133

営業活動によるキャッシュ・フロー  △81,773 △225,705 248,885
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前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

 至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約キャッシ

ュ・フロー計算書 

（自 平成16年７月１日 

 至 平成17年６月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △18,000 － △30,000

定期預金の払戻による収入  28,000 － 46,000

有形固定資産の取得による支出  △352 △7,530 △1,433

有形固定資産の売却による収入  38 130 10,345

出資金の返還による収入  － － 10

貸付による支出  △6,500 － △6,500

貸付金の回収による収入  4,300 2,861 5,132

保険積立金の増加による支出  △413 △58 △436

保険積立金の減少による収入  － － 1,669

差入敷金及び保証金の差入による支出  △98,830 △105,623 △121,475

差入敷金及び保証金の返還による収入  81,769 71,209 125,774

投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,988 △39,010 29,086

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  250,000 200,000 980,000

短期借入金の返済による支出  － △100,000 △980,000

長期借入金の返済による支出  △28,510 △87,279 △57,020

株式発行による収入  － 279,000 －

配当金の支払額  △16,550 △33,100 △16,550

財務活動によるキャッシュ・フロー  204,940 258,621 △73,570

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：

△） 
 113,178 △6,094 204,402

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  93,717 298,119 93,717

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※ 206,895 292,024 298,119
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １ 資産の評価基準及び評価

方法 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 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

同左 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 ① 商品 ① 商品 ① 商品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 ② 製品・原材料・仕掛品・貯

蔵品 

② 製品・原材料・仕掛品・貯

蔵品 

② 製品・原材料・仕掛品・貯

蔵品 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２ 固定資産の減価償却の方

法 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

同左 同左 

 建物 ６～38年

機械及び装置 ３～35年
  

    

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

同左 同左 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備え

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。 

同左 同左 

 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、中間期末自己都合退職金要

支給額の100％を計上しており

ます。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、期末自己都合退職金要支給

額の100％を計上しております。

４ リース取引の処理方法  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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

５ 中間キャッシュ・フロー

計算書（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。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 

 
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

これによる損益に与える影響はありませ

ん。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

413,771千円 430,574千円 420,463千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 
 

建物 134,456千円

土地 76,202千円

その他 5,303千円

計 215,962千円
  

    
建物 126,358千円

土地 75,111千円

その他 4,817千円

計 206,287千円
  

 担保付債務は次のとおりであります。   担保付債務は次のとおりであります。
 

短期借入金 150,000千円

一年以内返済予定の長期
借入金 

40,356千円

長期借入金 62,927千円

計 253,283千円
  

  
一年以内返済予定の長期
借入金 

34,716千円

長期借入金 48,389千円

計 83,105千円
  

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うために取引銀行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

当中間期末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うために取引銀行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

当中間期末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うために取引銀行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

当期末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 
 

当座貸越極度額 1,830,000千円

借入実行残高 250,000千円

借入未実行残高 1,580,000千円
  

 
当座貸越極度額 1,330,000千円

借入実行残高 100,000千円

借入未実行残高 1,230,000千円
  

 
当座貸越極度額 530,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 530,000千円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※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 

受取利息 86千円

保険積立配当金 161千円
  

受取利息 88千円

保険積立配当金 58千円

差入保証金利息 220千円
  

受取利息 180千円

保険積立配当金 184千円

保険解約返戻金 399千円
  

※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 

支払利息 979千円
  

支払利息 203千円

新株発行費 5,150千円
  

支払利息 1,974千円

新株発行費 3,310千円
  

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益 26千円
  

固定資産売却益 3千円
  

固定資産売却益 26千円
  

 ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

固定資産除却損 17千円

固定資産売却損 117千円
  

固定資産除却損 206千円
  

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 17,325千円

無形固定資産 508千円
  

有形固定資産 15,027千円

無形固定資産 413千円
  

有形固定資産 34,760千円

無形固定資産 1,058千円
  

 ６ 当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当期において予定して

いる利益処分による特別償却準備金の取

崩しを前提として、当中間会計期間に係

る金額を計算しております。 

 ６ 当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当期において予定して

いる利益処分による特別償却準備金の取

崩しを前提として、当中間会計期間に係

る金額を計算しております。 

  

 

 
（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

現金及び預金 212,895千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△6,000千円

現金及び現金同等物 206,895千円
  

現金及び預金 292,024千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

－千円

現金及び現金同等物 292,024千円
  

現金及び預金 298,119千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

－千円

現金及び現金同等物 298,119千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 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 

 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 

 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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)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中

間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取
額
額
(

減
却
額

中
末
相
(

得価
相当
 
千円) 

額
(

価償
累計
相当
 
千円)

間期
残高
当額 
千円) 

（
産

  
有形固定資
） 

そ 7 5 1の他 ,386 ,869 ,516 

  

 

 

取
額
額
(

減
却
額
額
(

中
末
相
(

得価
相当
 
千円)

価償
累計
相当
 
千円)

間期
残高
当額
千円)

（
産
有形固定資
） 

そ 7 2 4の他 ,080 ,780 ,300

  

 

 

取
額
額
(

減
却
額

期
高
額
(

得価
相当
 
千円) 

額
(

価償
累計
相当
 
千円)

末残
相当
 
千円)

（
産

 
有形固定資
） 

そ 7 6 8の他 ,386 ,538 48

  
（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 986千円

１年超 530千円

合計 1,516千円
  

  
１年内 1,310千円

１年超 2,990千円

合計 4,300千円
  

  
１年内 636千円

１年超 212千円

合計 848千円
  

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 

  
支払リース料 738千円

減価償却費相当額 738千円
  

  
支払リース料 448千円

減価償却費相当額 448千円
  

  
支払リース料 1,577千円

減価償却費相当額 1,577千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)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。 

同左 同左 

 (減損損失について)  

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成 16 年 12 月 31 日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 1,080 1,960 880 

合計 1,080 1,960 880 

 

当中間会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 1,080 3,128 2,048 

合計 1,080 3,128 2,048 

 

前事業年度末（平成 17 年６月 30 日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 1,080 2,088 1,008 

合計 1,080 2,088 1,008 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成 16 年７月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 16 年７月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額 113,403円20銭

１株当たり中間純利益 13,845円00銭

  

１株当たり純資産額 148,521円34銭

１株当たり中間純利益 14,830円09銭

  

１株当たり純資産額 117,012円87銭

１株当たり当期純利益 17,443円15銭

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

   

１株当たり中間純利益の算定上の基礎 １株当たり中間純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

中間損益計算書上の中間純利益 中間損益計算書上の中間純利益 損益計算書上の当期純利益 

91,653千円 110,588千円 115,473千円

普通株主に帰属しない金額 普通株主に帰属しない金額 普通株主に帰属しない金額 

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

普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る当期純利益 

91,653千円 110,588千円 115,473千円

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

6,620株 7,457株 6,620株
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

    （新株式の発行） 

   平成17年６月24日及び平成17年７月８日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成17年７月31日に払込が

完了いたしました。 

 この結果、平成17年７月31日付で、資本金

は421,250千円、発行済株式総数は7,620株と

なっております。 

  
 
(1）募集方法 

一般募集 

（ブックビルディング方式による募集）

(2）発行する株式の種類及び数 

普通株式     1,000株 

(3）発行価格 

１株につき   300,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。

(4）引受価額 

１株につき   279,000円 

この価額は当社が引受人より１株当たり

の新株式払込金として受取った金額であ

ります。なお、発行価格と引受価額との

差額の総額は、引受人の手取金となりま

す。 

(5）発行価額 

１株につき   229,500円 

（資本組入額  114,750円） 

(6）発行価額の総額 

229,500千円 

(7）払込金額の総額 

279,000千円 

(8）資本組入額 

114,750千円 

(9）払込期日 

平成17年７月31日 

(10)配当起算日 

平成17年７月１日 

(11)資金の使途 

運転資金及び借入金の返済に充当する予

定であります。 
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５． 生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門の名称 
前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

種苗部門 （千円） 34,097 44,639 71,741 

いちご果実部門 （千円） 36,973 37,979 38,356 

合計（千円） 71,070 82,619 110,097 

 （注）１ 金額は当期製品製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

(2）仕入実績 

 当中間会計期間の仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門の名称 
前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

いちご果実部門 （千円） 1,416,881 1,786,560 2,695,240 

青果部門 （千円） 45,006 80,333 210,083 

その他部門 （千円） 148,716 141,630 274,100 

合計（千円） 1,610,603 2,008,524 3,179,424 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）受注実績 

 当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 
(4）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

部門の名称 
前中間会計期間 

自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

種苗部門 （千円） 21,855 17,998 106,792 

いちご果実部門 （千円） 1,932,207 2,333,112 3,498,577 

青果部門 （千円） 53,260 105,991 234,297 

その他部門 （千円） 203,634 196,411 388,683 

合計（千円） 2,210,957 2,653,514 4,228,352 

 （注）１ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前中間会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社シャトレーゼ 496,448 22.5 498,403 18.8 884,518 20.9 

トーワ物産株式会社 386,939 17.5 388,166 14.6 612,449 14.5 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

－ 22 － 


