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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18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 ％

18年12月中間期 2,386 (△10.0) 98 (△52.6) 99 (△51.0)

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

18年６月期 4,588 265 263

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

18年12月中間期 57 (△48.2) 7,523 99 － －

17年12月中間期 110 (20.7) 14,830 09 － －

18年６月期 152 20,167 35 － －
（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 －百万円 17年12月中間期 －百万円 18年６月期 －百万円

②期中平均株式数 18年12月中間期 7,620株 17年12月中間期 7,457株 18年６月期 7,538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。

(2）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 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

18年12月中間期 1,945 1,184 60.9 155,484 36

17年12月中間期 2,155 1,131 52.5 148,521 34

18年６月期 1,462 1,173 80.3 154,003 51
（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 7,620株 17年12月中間期 7,620株 18年６月期 7,620株

②期末自己株式数 18年12月中間期 －株 17年12月中間期 －株 18年６月期 －株

(3）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

18年12月中間期 △190 △64 △44 272

17年12月中間期 △225 △39 258 292

18年６月期 113 2 158 572

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 4,376 130 75

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　9,884 円 77　銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年６月期 － 6,000.00 6,000.00

19年６月期（実績） － －
6,500.00

19年６月期（予想） － 6,500.00

 

※　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6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6,500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「ペチカ」の安定供給

  当社は、自社いちご品種ペチカを中心に事業を展開しており、夏秋期の業務用いちごの需要に応えるべく、これ

を安定的に供給することに傾注してまいりました。しかし、昨年は天候不順により、需給のバランスが大きく崩れ

る結果となりました。当社は、ペチカ果実の出荷量の増加に向けた産地拡大をはかることはもとより、今後も起こ

り得る天候不順の影響を考慮し、安定供給に向けた新たな産地形成の展開、定植時期をずらすことで、出荷時期と

その出荷ピークが重ならないような栽培体系の分散化を進めていく方針であります。また、猛暑の影響を軽減する

ための栽培指導の徹底、産地の栽培生育状況に関わる情報の迅速な収集と販売サイドへの速やかな伝達及び、こう

した情報に基づいた企画提案を洋菓子メーカー等のユーザーに対して行っていく所存であります。

 

②　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取引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。生産者側と洋菓子メーカー等の要望に応えるべく品種の開発、また近年の天候不順、特に猛暑などの環境変化

に適応する耐暑性に優れた品種の開発を進めてまいります。

　平成15年12月より種苗登録申請しておりました「エスポ」（出願番号　第16485号）は、平成18年12月14日付で、

品種登録（登録番号14538号）がされました。今期より特定地域の生産農家への種苗販売を開始しており、安定した

果実生産に向け栽培技術条件の確立を目的に検討を継続してまいります。

③　新たな事業の確立

  当社の事業基盤をより堅固なものとするために、企業買収なども視野にいれた新たな事業展開を確立していく方

針であります。

 

④　いちご果実および青果販売の拡大

  当社は、大阪事業所を開設し、販売網を関東圏から関西圏へと拡大してまいりました。今後もこの大阪事業所を

関西以西への販売拠点とし、積極的な営業活動を推し進めていく方針であります。また業務用、生食用いちご果実

のさらなる販売拡大、いちご果実販売での物流・配送ラインを有効的に活用し、その他青果の販売拡大にむけ営業

活動を積極的に展開していく所存であります。

 

⑤　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、このシステムを代表的な一季成性いちご苗にも適用できるように、実用化に向けて検討を進めてまいり

ました。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通じ、高品質の種苗

を安定して供給する技術開発を進めると同時に、茨城県、千葉県のいちご生産農家より増殖の依頼を受け、種苗を

提供いたしました。その結果、果実の生産性、品質とも良好であるとの評価を得ております。今後もいちご生産農

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。

⑥　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、これを

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す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。
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(7）内部管理体制の整備・運用状況

　本項目の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所に提出しております、「コーポレートガバナンス

に関する報告書」に記載しておりますのでご参照ください。

 

(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、原油価格の高騰が続くなど懸念材料はあるものの、企業収益の改善に伴う

民間設備投資の増加や個人消費も堅調に推移するなど、景気は総じて回復傾向となりました。

　しかし、農作物の価格は低落傾向にあり、天候不順の影響を受け供給過多となった農作物の大量廃棄など、農業を

取巻く環境は、依然として厳しい状況が続いております。

　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」の販

売におきましては、取引先への安定供給に努めてまいりましたが、５月、６月の低温による生育の遅れ、７月下旬か

ら８月にかけての一転した猛暑の影響を受け,果実品質の低下が発生するなど例年と大きく異なりました。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、10月以降続いた温暖な天候により、いちご果実の市場への入

荷量が例年になく潤沢となり、いちご市場相場価格は低価格で推移しました。

　この結果、当中間会計期間の売上高は2,386百万円（前年同期比10.0％減少）、営業利益は98百万円（前年同期比

52.6％減少）、経常利益は99百万円（前年同期比51.0％減少）、中間純利益は57百万円（前年同期比48.2％減少）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、いちご苗の売上高は前年同期に比べ7.3％増加したことに加え、増殖委託を受けたその他苗の販売も

あったため、種苗売上高は前年同期比16.3％増加の20百万円、売上総利益は前年同期比25.7％増加の９百万円とな

りました。

（いちご果実部門）

　いちご果実部門は、天候不順の影響を大きく受けることとなりました。

　５月、６月の低温によりペチカの生育が遅れたことによる７月上中旬の販売数量の不足、この生育遅れがもたら

した出荷時期のずれ込みによる７月下旬からの各産地の出荷ピークの集中、さらに低温からの一転した７月下旬か

ら８月下旬まで続いた猛暑による果実品質の著しい低下、そして猛暑の影響を受けた株疲れによって、９月10月の

出荷量の減少などが起こりました。

　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、10月以降、例年にない温暖な天候が全国的に続い

たことにより、クリスマス期に向け出荷量が潤沢となりました。これに伴いクリスマス期のいちご市場相場価格は

供給過多となり低価格で推移することとなりました。このため販売パック数を前期同時期の販売パック数に比べ

11.4％増加させたものの、取引先への販売価格は低価格で推移する結果となり、また暖冬と曇雨天の影響を受けた、

過熟果（赤すぎた果実）などによる、返品も発生いたしました。

　この結果、いちご果実売上高は前年同期比13.2％減少の2,025百万円、売上総利益は、前年同期比19.7％減少の

417百万円となりました。

（青果部門）

　青果部門は、ブルーベリー,オレンジ、セルフィーユ等の取扱量が増えたことにより売上高は堅調に推移いたしま

したが、他社との価格競争により前年同期に比べ利益を確保するにはいたりませんでした。その結果、青果売上高

は前年同期比20.5％増加の127百万円、売上総利益は前年同期比8.2％減少の24百万円となりました。

（その他部門）

　その他部門の主な売上高は、資材売上高がいちご果実保管用プレハブ式冷蔵庫やハウス用暖房機などの販売があ

り、前年同期比13.4%増加の63百万円、菓子売上高は前年同期比とほぼ横ばいの141百万円などとなったことから、

その他売上高の合計は前年同期比8.3%増加の212百万円、売上総利益は前年同期比10.0％増加の60百万円となりまし

た。

(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、前事業年度末と比較して494百万円増加し1,476百万円となりました。これは、12月クリスマス需要

期の売上高増加に伴う売掛金728百万円の増加と現金及び預金の299百万円の減少が主因であります。
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（固定資産）

　固定資産は、前事業年度末と比較して11百万円減少し468百万円となりました。これは、差入敷金及び保証金の減

少が主因であります。

（流動負債）

　流動負債は、前事業年度末と比較して470百万円増加し737百万円となりました。これは、12月クリスマス需要期

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、前事業年度末と比較してほぼ変わりはなく、22百万円となりました。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末と比較して11百万円増加し1,184百万円となりました。これは、繰越利益剰余金が増加し

たことが主因であります。

　この結果、自己資本比率は、前事業年度末の80.3％から60.9％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、前中間会計期間末に比べ19百万円減少

し272百万円となりました。

　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190百万円（前年同期は225百万円を使用）となりました。これは主に税引前

中間純利益99百万円の計上や仕入債務の増加510百万円があった一方、売上債権の増加728百万円や法人税等の支

払61百万円があっ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）

　投資活動の結果使用された資金は64百万円（前年同期は39百万円を使用）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出24百万円、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）48百万円があったこと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）

　財務活動の結果使用した資金は44百万円（前年同期は258百万円を獲得）となりました。これは配当金の支払い

によるものであります。

(3）通期の見通し

　今後の経営環境につきましては、原油価格の高騰が続く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、当社はペチカ生産地の拡大をはかることはもとより、ペチカ果実の取引先への安定

供給へ向けた取組みの再構築、いちご果実、その他青果などの販路拡大に向けた営業を積極的に推進していく所存で

あります。

　平成19年６月期通期の業績見通しといたしましては、売上高は4,376百万円、経常利益は130百万円、当期純利益は

75百万円、１株当たり年間配当金6,500円を見込んでおります。

（4）時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

 　当社は、ジャスダック証券取引所への上場に際し、平成17年７月31日付公募増資による資金調達を行っております。

この調達額279,000千円につきましては、87,279千円を借入金の返済に、残金を運転資金等に充当しており、概ね計画

どおりに推移しております。

－ 6 －



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17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 292,024 272,259 572,209

２　売掛金 1,220,365 1,020,089 291,526

３　たな卸資産 103,308 110,087 86,858

４　繰延税金資産 6,895 7,513 15,941

５　その他 21,463 72,823 21,227

貸倒引当金 △7,548 △6,378 △6,121

流動資産合計 1,636,509 75.9 1,476,394 75.9 981,640 67.1

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物  204,865 199,272 196,687

(2）機械及び装置 84,331 79,673 81,158

(3）土地  79,291 79,291 79,291

(4）その他  26,387 36,126 34,127

有形固定資産合計 394,876 394,364 391,264

２　無形固定資産 4,225 3,718 3,972

３　投資その他の資産

(1）繰延税金資産 6,205 8,532 7,583

(2）差入敷金及び保
証金

88,753 42,179 52,059

(3）その他 24,579 19,920 26,184

貸倒引当金 △86 △64 △483

投資その他の資産
合計

119,451 70,568 85,344

固定資産合計 518,554 24.1 468,651 24.1 480,580 32.9

資産合計 2,155,063 100.0 1,945,046 100.0 1,462,221 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 716,044 610,338 100,335

２　短期借入金  100,000 － －

３　未払金 73,376 70,870 60,687

４　未払法人税等 90,819 36,903 64,445

５　未払消費税等 12,303 6,491 10,141

６　その他 11,986 13,266 31,789

流動負債合計 1,004,530 46.6 737,870 37.9 267,400 18.3

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 18,800 22,385 21,314

固定負債合計 18,800 0.9 22,385 1.2 21,314 1.4

負債合計 1,023,330 47.5 760,255 39.1 288,714 19.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 421,250 19.5 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 432,250 － －

資本剰余金合計 432,250 20.1 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 5,000 － －

２　任意積立金 826 － －

３　中間（当期）未処
分利益

271,186 － －

利益剰余金合計 277,012 12.8 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

1,219 0.1 － － － －

資本合計 1,131,732 52.5 － － － －

負債及び資本合計 2,155,063 100.0 － － － －
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  421,250 21.6  421,250 28.8

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   432,250   432,250   

資本剰余金合計   － －  432,250 22.2  432,250 29.6

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   5,000   5,000   

(2）その他利益剰余
金

          

特別償却準備金  －   494   826   

繰越利益剰余金  －   324,564   312,619   

利益剰余金合計   － －  330,059 17.0  318,446 21.8

株主資本合計   － －  1,183,559 60.8  1,171,946 80.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  － －  1,231 0.1  1,560 0.1

評価・換算差額等合
計

  － －  1,231 0.1  1,560 0.1

純資産合計   － －  1,184,790 60.9  1,173,506 80.3

負債純資産合計   － －  1,945,046 100.0  1,462,221 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18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 2,653,514 100.0 2,386,885 100.0 4,588,368 100.0

Ⅱ　売上原価  ※５ 2,043,704 77.0 1,874,250 78.5 3,564,730 77.7

売上総利益  609,810 23.0 512,634 21.5 1,023,638 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

402,188 15.2 414,165 17.4 757,802 16.5

営業利益 207,622 7.8 98,468 4.1 265,836 5.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 785 0.0 1,132 0.1 3,272 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 5,356 0.2 6 0.0 5,434 0.1

経常利益 203,050 7.6 99,594 4.2 263,674 5.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 3 0.0 356 0.0 3 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 135 0.0 498 0.0 150 0.0

税引前中間（当
期）純利益

202,918 7.6 99,452 4.2 263,526 5.7

法人税、住民税及
び事業税

87,932 34,416 117,763

法人税等調整額 4,398 92,330 3.5 7,702 42,119 1.8 △6,257 111,505 2.4

中間（当期）純利
益

110,588 4.1 57,332 2.4 152,021 3.3

前期繰越利益 160,598 － －

中間（当期）未処
分利益

271,186 － －
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

421,250 432,250 432,250 5,000 826 312,619 318,446 1,171,946

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し     △331 331  －

剰余金の配当      △45,720 △45,720 △45,720

中間純利益      57,332 57,332 57,332

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 11,612 11,612 11,612

平成18年12月31日　残高
（千円）

421,250 432,250 432,250 5,000 494 324,564 330,059 1,183,559

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,560 1,560 1,173,506

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当   △45,720

中間純利益   57,332

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△328 △328 △328

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△328 △328 11,284

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,231 1,231 1,184,790
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

306,500 268,000 268,000 5,000 1,158 193,366 199,524 774,024

事業年度中の変動額

新株の発行 114,750 164,250 164,250     279,000

特別償却準備金の取崩し     △331 331  －

剰余金の配当      △33,100 △33,100 △33,100

当期純利益      152,021 152,021 152,021

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

114,750 164,250 164,250 － △331 119,253 118,921 397,921

平成18年６月30日　残高
（千円）

421,250 432,250 432,250 5,000 826 312,619 318,446 1,171,946

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成17年６月30日　残高
（千円）

600 600 774,625

事業年度中の変動額

新株の発行   279,000

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当   △33,100

当期純利益   152,021

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

960 960 960

事業年度中の変動額合計
（千円）

960 960 398,881

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,560 1,560 1,173,506
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自 平成18年７月１日
至 平成18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17年７月１日
至 平成18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 202,918 99,452 263,526

減価償却費 15,440 17,045 31,840

退職給付引当金の増減額（減少：△） 1,990 1,071 4,504

貸倒引当金の増減額（減少：△） 1,404 △162 374

受取利息及び受取配当金 △88 △142 △189

支払利息 203 － 279

固定資産売却益 △3 △194 △3

固定資産除却損 17 431 17

固定資産売却損 117 67 132

売上債権の増減額（増加：△） △974,315 △728,563 △45,475

たな卸資産の増減額（増加：△） △26,711 △23,229 △10,261

仕入債務の増減額（減少：△） 609,666 510,002 △6,042

その他 29,587 △4,167 16,900

小計 △139,770 △128,389 255,604

利息及び配当金の受取額 162 191 212

利息の支払額 △205 － △261

法人税等の支払額 △85,890 △61,959 △142,095

営業活動によるキャッシュ・フロー △225,705 △190,157 113,459

－ 13 －



前中間会計期間
（自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自 平成18年７月１日
至 平成18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17年７月１日
至 平成18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

有形固定資産の取得による支出 △7,530 △24,014 △17,379

有形固定資産の売却による収入 130 7,157 6,702

投資有価証券の取得による支出 － － △100

貸付による支出 － △3,500 △3,000

貸付金の回収による収入 2,861 4,148 3,469

保険積立金の増加による支出 △58 △214 △180

差入敷金及び保証金の差入による支出 △105,623 △104,821 △109,843

差入敷金及び保証金の返還による収入 71,209 56,361 122,340

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,010 △64,882 2,008

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 200,000 － 500,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 － △500,000

長期借入金の返済による支出 △87,279 － △87,279

株式発行による収入 279,000 － 279,000

配当金の支払額 △33,100 △44,909 △33,100

財務活動によるキャッシュ・フロー 258,621 △44,909 158,621

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

△6,094 △299,949 274,089

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 298,119 572,209 298,119

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 292,024 272,259 572,209
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

・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）

(1）有価証券

その他有価証券

・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（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定）

(1）有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

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）

  －

 

・時価のないもの

移動平均法による原価法

・時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①　商品

個別法による原価法

(2）たな卸資産

①　商品

同左

(2）たな卸資産

①　商品

同左

②　製品・原材料・仕掛品・貯蔵

品

移動平均法による原価法

②　製品・原材料・仕掛品・貯蔵

品

同左

②　製品・原材料・仕掛品・貯蔵

品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ６～38年

機械及び装置 ３～35年

(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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(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。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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ための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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。

───────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。 

───────── ───────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,173,506千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

───────── ───────── （株主資本等変動計算書に関する会計基準等）

当事業年度より、「株主資本等変動計算書

に関する会計基準」（企業会計基準第６号　

平成17年12月27日）及び「株主資本等変動計

算書に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第９号　平成17年12月27日）

を適用しております。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度

から損益計算書の末尾は当期純利益とされて

おります。

　また、当事業年度から「株主資本等変動計

算書」を作成しております。

　なお、前事業年度まで作成しておりました

「利益処分計算書」は、本改正により廃止さ

れ、当事業年度からは作成しておりません。
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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17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

430,574千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

454,148千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

444,335千円

　２　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。

　２　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。

　２　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 1,330,000千円

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 1,330,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 1,330,000千円

当座貸越極度額  1,330,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高  1,330,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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 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 142千円

保険給付金 252千円

保険積立配当金 125千円

受取利息 167千円

保険給付金 979千円

債務未請求益 747千円

継続雇用制度奨励金  600千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　－ ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 203千円

新株発行費 5,150千円

支払利息 279千円

新株発行費 5,150千円

※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 3千円 固定資産売却益 194千円

貸倒引当金戻入益  162千円

固定資産売却益 3千円

※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 ※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 431千円

固定資産売却損 67千円

固定資産除却損 17千円

固定資産売却損  132千円

※５　－ ※５　売上原価には、いちご果実の廃棄損

　　　40,517千円が含まれております。

※５　－

   

  ６　減価償却実施額   ６　減価償却実施額   ６　減価償却実施額

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 16,791千円

無形固定資産 253千円

有形固定資産 31,172千円

無形固定資産 667千円

　７　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。

　７　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。　　　　　　　

　７　－
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 7,620 ― ― 7,620

合計 7,620 ― ― 7,620

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

配当金支払額

 決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月26日

定時株主総会
普通株式 45,720 6,000 平成18年６月30日 平成18年９月27日

 

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式（注） 6,620 1,000 － 7,620

合計 6,620 1,000 － 7,620

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の当期増加株式数1,000株は、公募増資による新株の発行によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年９月22日

定時株主総会
普通株式 33,100 5,000 平成17年６月30日 平成17年９月23日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月26日

定時株主総会
普通株式 45,720 利益剰余金 6,000 平成18年６月30日 平成18年９月27日
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（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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

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 272,259千円

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 272,259千円

現金及び預金  572,209千円

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  572,209千円

（リース取引）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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、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、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

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

（有形固定資
産）

その他 7,080 2,780 4,300

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

（有形固定資
産）

その他 10,380 1,495 8,885

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

（有形固定資
産）

その他 10,200 3,047 7,153

（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 1,310千円

１年超 2,990千円

合計 4,300千円

１年内 2,232千円

１年超 6,653千円

合計 8,885千円

１年内 2,196千円

１年超 4,957千円

合計 7,153千円

（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、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、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 448千円

減価償却費相当額 448千円

支払リース料 780千円

減価償却費相当額 780千円

支払リース料 1,351千円

減価償却費相当額 1,351千円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

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。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左
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（有価証券）

前中間会計期間末（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

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

１．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 3,148 2,068

合計 1,080 3,148 2,068

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 100

前事業年度末（平成18年６月30日現在）

１．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 3,700 2,620

合計 1,080 3,700 2,620

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 100

（デリバティブ取引）

前中間会計期間（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。

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18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17年７月１日　至　平成18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。
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（持分法損益等）

前中間会計期間（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。

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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 155,484円36銭

１株当たり中間純利益 7,523円99銭

１株当たり純資産額     154,003円51銭

１株当たり当期純利益      20,167円35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。

 （注）１株あたり中間（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）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

中間（当期）純利益（千円） 110,588 57,332 152,021

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 110,588 57,332 152,021

普通株式の期中平均株式数（株） 7,457 7,620 7,538

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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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17年７月１日
至　平成17年12月31日

当中間会計期間
自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日

前事業年度
自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日

種苗部門 （千円） 44,639 43,736 67,775

いちご果実部門 （千円） 37,979 44,238 42,647

合計（千円） 82,619 87,974 110,423

　（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17年７月１日
至　平成17年12月31日

当中間会計期間
自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日

前事業年度
自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日

種苗部門 （千円） － 2,295 －

いちご果実部門  （千円） 1,786,560 1,575,967 2,998,806

青果部門 （千円） 80,333 103,336 167,971

その他部門 （千円） 141,630 151,909 298,649

合計（千円） 2,008,524 1,833,508 3,465,427

　（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17年７月１日
至　平成17年12月31日

当中間会計期間
自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日

前事業年度
自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日

種苗部門 （千円） 17,998 20,924 117,336

いちご果実部門 （千円） 2,333,112 2,025,606 3,848,980

青果部門 （千円） 105,991 127,721 213,263

その他部門 （千円） 196,411 212,632 408,788

合計（千円） 2,653,514 2,386,885 4,588,368

　（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

相手先

前中間会計期間
自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日

当中間会計期間
自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日

前事業年度
自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日

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 498,403 18.8 353,247 14.8 772,016 16.8

トーワ物産株式会社 388,166 14.6 292,350 12.2 635,994 13.9

株式会社スイートガーデン 248,260 9.4 283,191 11.9 415,345 9.1

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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