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１．平成19年５月期の連結業績（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年５月期 46,671 1.4 273 △67.5 1,378 △29.4 194 △63.7

18年５月期 46,042 △0.7 841 △52.6 1,951 △15.5 534 △66.2

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年５月期 3 92 －  0.2 1.3 0.6

18年５月期 10 80 10 80 0.6 2.0 1.8

（参考）持分法投資損益 19年５月期 －百万円 18年５月期 －百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年５月期 102,796 88,189 85.7 1,780 28

18年５月期 101,841 87,470 85.8 1,765 63

（参考）自己資本 19年５月期 88,110百万円 18年５月期 87,390百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年５月期 689 △1,296 △910 5,428

18年５月期 2,560 △5,153 29 6,862

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年５月期 10.00 10.00 20.00 989 185.1 1.1

19年５月期 10.00 10.00 20.00 989 510.1 1.1

20年５月期（予想） 10.00 10.00 20.00 － － －

３．平成20年５月期の連結業績予想（平成19年６月１日～平成20年５月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 23,500 7.7 1,000 299.6 1,300 54.2 700 143.4 14 14

通期 49,000 5.0 2,000 631.1 2,400 74.1 1,400 621.4 28 28
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４．その他

(1）期中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）　有

除外 １社 （社名 Qualiveg Seed Production, Inc）

（注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）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） 19年５月期 50,910,750株 18年５月期 50,910,750株

②　期末自己株式数 19年５月期 1,418,462株 18年５月期 1,415,700株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年５月期の個別業績（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年５月期 32,373 0.6 607 428.2 1,724 82.7 1,118 188.0

18年５月期 32,189 △2.7 115 △81.8 944 △16.0 388 △42.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年５月期 22 60 －  

18年５月期 7 85 7 85

(2）個別財政状態

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

19年５月期 88,714 80,671 91.0 1,629 98

18年５月期 87,937 79,607 90.5 1,608 39

（参考）自己資本 19年５月期 80,671百万円 18年５月期 79,607百万円

２．平成20年５月期の個別業績予想（平成19年６月１日～平成20年５月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 15,500 1.8 700 23.5 1,000 △17.6 600 △26.6 12 12

通期 33,000 1.9 1,400 130.5 1,900 10.2 1,100 △1.7 22 22

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①経営成績

　当期のわが国の経済は、企業設備投資の増加と輸出の好調を受けて企業収益は改善し、個人消費も堅調に推移する

など、全体に回復基調で推移いたしました。

　当社の基盤である日本の種苗業界においては、農業生産性向上のための企業農業化や農地の集約の動きが顕在化し

てきました。また少子高齢化社会の到来による食市場の成熟化を背景に、食の安心・安全への関心が高まっておりま

す。流通形態の変化や商品価格の低下に原油価格の高騰による生産コスト増も加わって、中小種苗店は厳しい事業展

開を余儀なくされております。

　世界的には、多国籍ケミカル会社が穀物種子のみならず園芸種子市場へも参入してきたことに伴い、企業買収や合

併の動きが活発です。そのため、財務体力に裏付けられた育種開発力と販売展開力が競争に打ち勝つ要件となってお

ります。日本の種苗業者が海外資本の傘下に入るという動きも出てきました。

  当社グループの連結業績につきましては、売上高は、前年同期比1.4％増の466億71百万円、経常利益は同比29.4％

減の13億78百万円、当期利益は同比63.7％減の１億94百万円となりました。一方単体では売上高は前年同期比0.6％増

の323億73百万円、経常利益は同比82.7％増の17億24百万円、当期利益は同比188.2％増の11億18百万円と増収増益を

達成いたしました。

　連結売上高につきましては増収となりましたが、海外売上の増加を国内売上の低迷が減殺いたしました。

  野菜種子については、全体では前年同期比1.9％の増収となりました。この数期低調であった欧州で、ブロッコリー

の新品種がスペインで競合品種を圧倒し、また茎ブロッコリーが英国中心に急拡大をしたことが牽引役となりました。

中国ではブロッコリーとニンジンが、韓国においてトウガラシと白菜が好調でした。一方、日本国内ではホウレンソ

ウ、メロンが落ち込み、トマトやブロッコリー、ニンジンの増収効果を削いでしまいました。また、高収益のメキシ

コ向けペパーの売上が急落して足を引っ張りました。ペパーは安価な中国産乾燥果実の流入急増による青果価格の下

落とハリケーンによる洪水等で、作付面積が減少したのが主な原因です。

　花種子事業は、競合の中での世界的な収益性問題が続く中で、全体では前年同期比0.7％の減収となりました。特に

欧州と日本国内卸売部門が不振です。欧州は３年前に買収した旧デンフェルト社商圏と既存商圏の融合の過程で、調

整に手間取ったこと、パンジー、プリムラ、トルコギキョウの競争激化による売上停滞が原因です。現地戦略を再構

築し改善に急ぎ取り組んでおります。

  苗事業は欧州で北欧市場への売上増があり、国内小売部門も好調でした。しかしながら、国内のみの事業である球

根については、低採算のためチューリップ、ユリを中心に国内卸売を減少させ、また同様に資材は原油価格上昇に伴

う石油資材の価格上昇の影響から生産農家の需要が減退しました。

　当期は内部取引における棚卸未実現利益の算出方法の見直しを実施したことにより売上総利益が前年同期比大きく

減少しました。また販管費は、主に欧州を中心に海外で増加しましたが、これは売上増加に伴う経費に加えて、ユー

ロ高・円安の影響を大きく受けたことによるものです。営業外収益は、前年同期並みに推移しました。

  以上により、営業利益、経常利益が前年同期比大幅に減少いたしました。

  特別損益については、前期に買収した米国クオリベジ社の資産について、現地会計基準に基づき、のれん代および

無形固定資産合計２億85百万円の一括減損を実施いたしました。また欧州のリストラ関連費用、南米の退職費用等も

計上いたしました。その結果、当期純利益は前年同期比大幅減少いたしました。
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 ②事業の種類別セグメントの状況

  a.卸売事業

　野菜種子分野は、欧州がきわめて好調に推移した一方で、北米は大きく落ち込みました。南米・アジアは順調です

が国内は前年同期比微減となりました。欧州については、ブロッコリーの新品種投入がヒットし、売上、収益に貢献

いたしました。国内では、ホウレンソウが耐病性品種の投入遅延が原因で大きく落ち込みましたものの、重点戦略商

品のトマト・ニンジンをはじめトウモロコシ・ネギなど着実に伸びております。

　花種子分野は、業者間の競争が激化しており、全地域とも前年同期比減収となる厳しい状況が続いております。特

に、北米・欧州・国内ともに主力商品のパンジー・プリムラが、北米での期ズレの要因も加わって低迷しております。

トルコギキョウは、欧州で減収・国内で増収でした。ガーベラは北米で、ベゴニアは欧州でそれぞれ好調に推移しま

した。

　球根分野は、不採算商品の切り替えを推進しており、チューリップ・冷凍ユリなどが大きく落ち込みましたが、サ

カタオリジナル商品のラナンキュラスやグラジオラスは順調でした。

　苗木分野は、デンマーク・英国の売上げが好調でした。国内では、ホームセンターへのサカタオリジナル商品の苗

木セットや花壇苗が伸びております。セルトップ苗は生産需要の落込みを受けて低調に推移しました。

　資材分野は、原油価格上昇にともない石油資材の価格が硬直化しているため、生産農家は採算の悪化から購入を手

控えております。農機具・農薬・不織布・ビニールなどの実需が全般的に落ち込み、その中でＰＯ系フィルム、培養

土などのエコプロダクト商材の売上げは順調に推移しました。

　この結果、売上高は前年同期比38百万円（同0.1％）減の341億21百万円、営業利益は同比８億８百万円（同13.0％）

減少して54億１百万円となりました。

 

  b.小売事業

　正月の暖冬やその後の寒さなど天候の不順が続きましたものの、小売事業の収益回復に向けて、売上はホームセン

ター中心に順調に伸びました。

　ホームガーデン分野は、物流網の整備に目途がたち、懸案の仕入先の整備に着手いたしました。ホームセンターと

の取引深耕は大手の再編に伴い計画比としては未達となりましたが、順調に推移しております。重点的に注力した野

菜種子・花種子・花苗・絵袋・植物の伸びは好調でした。球根・園芸資材の強化を図っております。

　通信販売部は、最大顧客市場である団塊の世代の取り込みに注力しており、野菜種子や食用球根、新商品の花苗サ

ンパチェンスが好調です。しかし、花種子・農園芸資材は全般的に低調でした。なお合理化・経費削減のため、出荷

業務を外部委託に変更いたしました。

　ガーデンセンターは、湘南店を平成17年11月に閉鎖し横浜店のみの運営としました。花種子・花木・果樹はやや低

調に推移しましたが、鉢もの・用土・肥料類は好調でした。生花は外部委託へ切替えました。

　この結果、売上高は前年同期比２億63百万円（同2.4％）増の113億９百万円、営業損失は同比57百万円（同13.6％）

改善して３億66百万円となりました。

 

  c.その他事業

　造園分野は、官公庁と民間の大型工事の完工で売上は大幅に増加しました。屋上緑化工事、芝生管理、相模原公園

温室管理が順調です。緑花分野は、パークゴルフ・駐車場緑化工事・エコカーペット等のオリジナル施工で今後の伸

びを期待できる段階になりました。

　この結果、売上高は前年同期比４億３百万円（同48.2％）増の12億40百万円、営業損益は、前年同期比の営業損失

2百万円から63百万円改善して営業利益61百万円と黒字を回復いたしました。
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③所在地別セグメントの状況

  d.日本

　卸売事業の売上は全般的に低調に推移しましたが、特に資材・球根の落込みが目立ちました。小売事業は、野菜種

子・苗木中心にホームセンター向け取扱いが増加しております。設備・システム投資の一服もあり、経費は減少いた

しました。

　この結果、売上高は前年同期比16百万円（同0.1％）増の295億90百万円、営業利益は前年同期比3億70百万円（同

7.0％）増の56億86百万円と増収増益になりました。

 

  e.北米

　野菜種子では、メキシコ市場においてペパーの売上がほぼ半分まで急減したことで収益面にも打撃を受けました。

ペパーの急落はポブラーノ種のカバレロという品種でのみ発生した問題です。その他北米市場では主力のブロッコリー

はじめトマト・キャベツなど他の野菜種子がほぼ前期並みに推移しました。一方花種子は主力のパンジーが、販売先

からの発注遅延により期ズレとなったため収益にも影響が出ました。クオリべジ社の減損２億85百万円実施は現地会

計基準に沿って実行したものです。

　この結果、売上高は前年同期比４億11百万円（同6.0％）減の63億87百万円、営業利益は前年同期比５億64百万円減

少して黒字から52百万円の営業赤字になりました。

 

  f.欧州

　野菜種子の売り上げが大幅に増加し収益水準を改善しましたが、花種子売上の不振と販管費の増高で黒字化はかな

いませんでした。ブロッコリーがスペイン・英国できわめて好調に推移しました。またトマトは欧州全域で伸び、ス

イカは中東で増収となりました。花種子はベゴニアは好調でしたが、パンジーはじめプリムラ・トルコギキョウ・ラ

ナンキュラス・ガーベラなどほとんどの品目が低迷いたしました。種苗店、苗会社との新しい関係構築に取り組むと

ともに、チリへの生産地シフトによる生産コスト削減体制を整備しました。苗木はデンマーク・英国で好調です。

　この結果、売上高は前年同期比９億40百万円（同16.9％）増の64億92百万円、営業損失は前年同期比21百万円改善

して１億37百万円になりました。

 

  g.その他地域

　韓国は、主力のハクサイがほぼ前年同期並みに推移しました。日本からの輸入トマト販売も堅調で、ペパーは中国

向けに輸出が伸びましたが、営業強化と給与水準の是正により販管費が上昇した結果、増収減益となりました。

　南米は、トマトの自社育成品種は伸びましたが、他社育成品種の売上減少が影響して低調でした。準主力のレタス、

ピーマンはやや増収となりましたが、全体的に売上は微減となりました。退職費用一括計上の影響から最終損益は２

期連続赤字を計上しました。

　この結果、売上高は前年同期比83百万円（同2.0％）増の42億２百万円、営業利益は前年同期比１億77百万円（同

501.3％）増の２億12百万円になりました。

 

 ③次期の見通し

　海外は、北米がブロッコリー、ニンジン、トマトを中心とする増収にメキシコのペパーの復調もある程度見込まれ、

収益水準は回復するものと予想します。また欧州は、野菜の好調が持続し、花についての体制の立て直しが進行する

ことから、次年度は確実に黒字復帰を予定しております。南米もトマトの売り上げ増で業績好転を予定しておりま

す。

　国内においては、卸売事業で野菜種子、花種子の売上増によって収益を確保するとともに、小売事業でホームセン

ター分野を軸に売上増を達成して収益改善を図ります。

　以上により、通期では、売上高490億円（前期比5.0％増）、営業利益20億円（同631.1％増）、経常利益24億円（同

74.1％増）、当期利益14億円（同621.4％増）を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

　①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末における資産総額は1,027億96百万円となり、前連結会計年度末より９億55百万円増加(前年同

期比0.9%増)いたしました。これは主に、投資有価証券29億43百万円等による投資その他の資産の増加と、有形固

定資産８億25百万円の減少等によるものです。

　負債総額は146億７百万円となり、前連結会計年度末より２億36百万円増加(同1.6%増)いたしました。これは主

に、支払手形及び買掛金８億５百万円等による流動負債の減少と、繰延税金負債８億77百万円等による増加であり

ます。

　純資産につきましては881億89百万円となり、前連結会計年度末より７億18百万円増加(同0.8%増)となりました。

これは主に、その他有価証券評価差額金９億50百万円等による評価・換算差額等の増加によるものです。

 

　②　キャッシュフローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は54億28百万円となり、前連結会計年度末

より14億33百万円減少(前年同期比20.9%減)いたしました。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。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は６億89百万円(同73.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

11億80百万円、減価償却費23億43百万円等による増加と、たな卸資産の増加額13億１百万円、仕入債務９億42百万

円等の減少であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は12億96百万円(同74.8%減)となりました。これは主に、投資有価証券の取得によ

る支出13億８百万円等による減少であります。

　（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９億10百万円となりました。これは主に、短期借入金98百万円による増加と、配

当金の支払額９億90百万円等による減少であります。

 

　(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期

自己資本比率（％） 85.4 85.7 85.8 85.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
71.6 72.7 73.9 74.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
23.0 31.9 92.0 380.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
112.1 58.7 27.2 5.0

自己資本比率:自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

       負債を対象としております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社の取扱商品である種子や苗製品などは生産から販売に至るまで常に天候などの自然リスクに大きく影響されま

す。また外部環境も、内外での種苗会社系列化の動きの表面化、アジア圏の消費拡大など大きく変動しております。

このような中で、当社は、将来の事業展開と経営環境の急激な変化に備えるなど経営体質及び経営基盤の強化のため

に必要な内部留保を確保していくことを、長年にわたり基本方針としてまいりました。同時に利益配分についても、

できる限り安定した配当を継続していく基本方針のもとに、株主の皆様に対する利益還元を重視する考え方を合わせ

て勘案いたしまして、日頃の皆様のご支援にお応えさせていただくように努力しております。

　以上により当期の配当は、中間決算時の１株につき10円とあわせて、１株につき年20円といたしました。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは以下のとおりであります。なお

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

  ①天候リスク

　当社グループの主要な事業である「野菜種子」「花種子」「球根」「苗木」の販売には、「世界各地の天候変化」

が大きく影響を与えます。その結果、各地における天候不良は、これらの事業における売上の低迷をもたらし、業績

に悪影響を与える可能性があります。

　また、商品の生産については世界19カ国に生産を分散し、かつ同一地域でも複数以上のグループ外生産者にその生

産を委託してリスク分散を図っております。しかしながら播種期から採種期までの間に起こる局地的、突発的な天候

変化によって十分な品質や生産量が確保できない場合、業績に悪影響を与える可能性があります。

 

  ②事業展開地域の地政学的、社会的な制度等の影響

　当社グループは、生産・研究開発・販売拠点として、日本を含めて全世界で20カ国に事業展開を行っております。

うち、農場及び研究施設として、国内６ヶ所、海外で９カ国10ヶ所に拠点を持っております。これらの事業展開地域

の一部においては、次のようなリスクが内在しております。

　a.予期しない法律または規制の設定または改廃

　b.政治・経済の混乱

　c.テロ・紛争の発生等による社会的混乱

　d.地震等の天変地異の発生

　e.コンピューターウイルスや諸情報の漏洩等、情報化に伴う問題の発生

これらの事象が発生した場合は、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

 

  ③育種開発リスク及びブリーダーの人的資源に関するリスク

　育種開発リスクとしては、育種目標を設定してから10年以上を必要とする育種開発の性格上、投資コスト負担リス

ク、開発実現性リスク、商品ニーズが変化してしまうリスク、他社との開発競争リスク等があります。

　さらに、育種開発は遺伝資源の有無とともに、育種研究者であるブリーダー個々人の能力に大きく依存します。従っ

てブリーダーが育種途上で社外流出すると、担当する品種の育成に障害が出て良質な商品の完成が難しくなるリスク

を有しており、業績に悪影響を与える可能性があります。

 

  ④安全性に関するリスク

　当社グループでは　創業者坂田武雄の唱えた社是「品質・誠実・奉仕」に則り、品質と安全性に対する信頼を最重

要課題のひとつと位置づけ、商品クレームへの適切な対応、事故の未然防止等にも積極的に取り組んでおります。

　しかしながら「生き物」である商品の性質上、品質の水準や均一性などに不測の事態が生じるケースや、種子に由

来しない環境や生産技術面からのリスクが発生し、業績に悪影響を与える可能性があります。

 

  ⑤為替変動に関するリスク

　当社グループは海外各地において商品を生産・販売しております。各地域において現地通貨にて作成された財務諸

表は、連結財務諸表作成のために円換算されております。このため、為替相場の変動は、現地通貨における価値に変

動がなかったとしても、業績に悪影響を与える可能性があります。

　また、当社グループが原材料及び商品の一部を調達あるいは輸出している海外との取引は、為替変動の影響を受け

る可能性があります。こうした影響を最小限に止めるべく、当社グループでは、通貨別金額の変化に常時注意を払っ

ております。しかしながら、予測を超えて急激に為替レートが変動した場合には当社グループの業績に悪影響を与え

る可能性があります。
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(5）公正取引委員会関連

　当社を含む元詰種子業者32社が、キャベツ・ハクサイ・カブ・ダイコンの４品目に関し基準価格なるものを決めて

いたことが、独占禁止法第３条に違反するとの平成14年８月26日付の公正取引委員会の勧告に対し、当社を含む元詰

種子業者19社が応諾せず、審判が行われておりました。これに対し、平成18年11月27日に、公正取引委員会から排除

措置を命ずる審決を受けました。この審決内容を検討の結果、当社はこれを不服として、平成18年12月25日付で東京

高等裁判所に審決取消訴訟を提起するとともに、審決の執行免除の申立ていたしました。平成19年5月24日、東京高等

裁判所は、当社の申立てを理由のあるものと認め、当該審決の執行免除の決定を行いました。これにともない当社は

保証金を供託いたしました。
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２．企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社44社及び関連会社１社により構成されており、園芸商材

（野菜種子、花種子、球根、苗木、農園芸資材）の販売業務を営んでおります。  

　事業内容と、当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

(1）卸売事業（関係会社42社）

野菜種子、花種子、球根、苗木及び農園芸資材等を生産もしくは仕入れ、国内外の種苗会社等へ卸販売しております。

(2）小売事業（関係会社１社）

一般園芸愛好家を対象とした商品を仕入れ、国内のホームセンター向けに販売しているほか、通信販売及び直営園芸

店での販売を行っております。

(3）その他事業（関係会社２社）

官公庁・民間向け造園工事の施工、保険代理店業務、人材派遣業務を行っております。

事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。

事業区分 主な業務内容 主要な会社

卸売事業

種苗会社、生産者への園芸商材の卸売    

（扱い品目：野菜種子・花種子・球根・及び苗木）

当社含む計33社

当社  

（連結子会社）

共栄農事㈱、㈱ブロリード、 

Sakata Seed America, Inc.、Sakata Seed de 

Mexico,S.A.、Sakata Centroamerica,S.A.、

Sakata Seed de Guatemala S.A.、Alf 

Christianson Seed Co.、Sakata Seed Sudamerica 

Ltda.、Sakata Korea Co.,Ltd.、Sakata 

Vegetables Europe S.A.R.L.、Sakata 

Ornamentals Europe A/S、Sakata Holland B.V.、

Sakata Seed Iberica S.L.、Sakata UK Limited、

Sakata Ornamentals UK Ltd.、Mayford Seeds 

(Pty) Ltd.、その他15社

（関連会社）

Sakata Polska Sp.z.o.o.

種苗会社、生産者への園芸商材の卸売   

（扱い品目：農園芸資材）

当社含む計２社

当社 

（連結子会社）

 日本ジフィーポット・プロダクツ㈱

種苗会社、生産者への園芸商材の生産  

（扱い品目：野菜種子・花種子・球根・及び苗木）

計９社

（連結子会社） 

㈲中井園芸、㈱山形セルトップ、

㈱長野セルトップ、㈱飛騨セルトップ、

㈱福岡セルトップ、Sakata Seed Chile S.A.、

Sakata Siam Seed Co.,Ltd.、坂田種苗（蘇州）

有限公司、その他１社

小売事業

ホームセンターを通じた園芸愛好家への販売 

当社含む計２社

当社 

（連結子会社）

西尾植物㈱

通信販売、直営園芸店 

当社含む計１社
当社

その他事業
造園工事施工、保険代理業、人材派遣業 

当社含む計３社

当社  

（連結子会社）

サカタ興産㈱、㈲サカタテクノサービス
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以上の企業集団等の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

 

 

園芸商材（野菜種子、花種子、球根及び苗木）  
の卸売  
【連結子会社】  
共栄農事㈱、㈱ブロリード    
Sakata Seed America, Inc.、 Sakata Seed de 
Mexico,S.A.、 Sakata Centroamerica,S.A.、  
Sakata Seed de Guatemala S.A.、  
Alf Christianson Seed Co.、Sakata Seed Sudamerica 
Ltda.Sakata Korea Co.,Ltd.、 Sakata Vegetables 
Europe S.A.R.L.、 Sakata Ornamentals Europe A/S、 
Sakata Holland B.V.、 Sakata Seed Iberica S.L.、
Sakata UK Limited、 Sakata Ornamentals UK Ltd.、 
Mayford Seeds (Pty) Ltd.、その他 15社  
【関連会社 (持分法非適用 )】  
Sakata Polska Sp.z o.o. 
 

得        

意        

先 

株 

式 

会 

社 

サ 

カ 

タ 

の 

タ 

ネ 

（卸売事業）  

【連結子会社】  

西尾植物㈱  

【連結子会社】  

サカタ興産㈱ (保険代理業 ) 

㈲サカタテクノサービス (人材派遣業 ) 

園芸商材（野菜種子、花種子、球根及び苗木）  
の生産  
【連結子会社】  
㈲中井園芸、㈱山形セルトップ、㈱長野セルトップ  
㈱飛騨セルトップ、㈱福岡セルトップ  
Sakata Seed Chile S.A.、 Sakata Siam Seed Co.,Ltd. 
坂田種苗（蘇州）有限公司、その他１社  

園芸商材 (農園芸資材 )の卸売  

【連結子会社】  

日本ジフィーポット・プロダクツ㈱  

（小売事業）  

サービス  

（その他事業）  

造園工事施工  

卸  

売  

事  

業 

小 

売 

事 
業 

そ 

の 

他 

事 

業 

製商品  製商品  

製商品  

製商品  

製商品  製商品  
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は良質な商品とサービスの提供によって、世界の人々の生活と文化の向上に貢献し、世界一の種苗会社を目指

すことを経営理念として、創業者坂田武雄の提唱した「品質・誠実・奉仕」を社是に掲げながら生命（いのち）への

貢献を果たしてまいります。

　当社は、生産者にも消費者にも喜んでいただける「野菜と花の種子」の開発・生産・販売を軸とした事業を展開し

ております。採算性と財務の健全性を重視する健全な経営と株主利益の追求によって企業価値の増大を図りますが、

市場のニーズを汲み取った新商品をいち早く開発するとともに、高品質種子の安定生産と供給を実現することによっ

て社会貢献を果たし、世界の種苗界をリードする種苗会社として躍進したいと願っております。

 

(2）中長期的な会社の経営戦略

　平成16年度にスタートさせた「花と緑のサカタ新世紀プラン」第２次中期３ヵ年経営計画は、国内卸売事業部門の

収益拡大、国内小売部門の黒字化、海外事業の収益確保を通じて、平成18年度末に売上高500億円、営業利益50億円の

実現を目指してまいりました。最終年度の今期（平成18年度）の結果は、残念ながら目標を大幅に下回る数字となり

ました。

　この原因は、国内市場においては、主力種子品目で売上の減退が止まらず、新しい品目の増収効果を相殺してしまっ

たこと、付加価値の高い商材を軸として既存商圏の変化を先取りしようとする戦略が実績として十分に現れなかった

こと、小売業界自体の再編の動きが激しくその対応に手間取ったことなどがあげられます。また世界的な花事業業界

の採算確保問題にも影響され、花部門は国内、海外において不調でした。積極的な基盤投資費用で増高した海外事業

部門ですが、欧州の野菜種子売上の急拡大は明瞭となりましたものの、順調に伸びてきたメキシコ向けペパーが昨年

急減したこと、更に会計面での調整や事業再編などによる費用の増加が重なり、収益による費用回収の実現には至り

ませんでした。一方、矢板物流センターや中国甘粛省、タイなどにおける生産物流拠点の整備や新鋭システムの導入

など新しい企業価値の創造に対する投資は積極展開いたしました。

　次年（平成19年度）は、第２次中期経営計画の更なる分析と反省を踏まえ、収益改善と新たな価値創造の実現を確

認すべく、単年度の経営計画を策定いたしました。また期初において、経営陣を刷新したほか、取締役の減員、執行

役員制度と社外取締役制の導入によって、機動力と説得力を高めた経営を目指します。

　具体的には、売上高490億円、営業利益20億円（うち単体売上高330億円、営業利益14億円、営業利益率4.2％）の達

成を経営の最重点目標としております。

 

(3）会社の対処すべき課題

　当社を取り巻く外部環境は近年大きく変化しております。

　まず業界再編の動きが活発になり、種子会社同士の離合集散を超えて生産者から大手流通会社に至る系列化の動き

が加速しております。従来は無風状態であった日本国内も例外ではなく、今後内外における生存競争は一層激化する

ものと見込まれます。また消費者のニーズは多様化し、かつ変化しております。その信頼を勝ち取るには、当社の企

業価値を高め、ブランド力を強化して行くことが重要と考えております。

  長い研究開発期間を必要とする種苗会社にとっての生命線は、優れた遺伝子源を保有することと、競争力のある商

品を開発する育種力の強さにあります。加えて生産から販売まで高品質種子を市場供給する能力も重要で、グローバ

ル戦略のもとでＭ＆Ａも活用しながら整備を進めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 13,094 13,672  

２．受取手形及び売掛金  13,174 13,133  

３．有価証券 1,314 47  

４．たな卸資産 17,904 19,605  

５．繰延税金資産 889 698  

６．その他 2,100 1,740  

７．貸倒引当金 △477 △262  

流動資産合計 48,001 47.1 48,636 47.3 634

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 26,996 27,079

減価償却累計額 △13,278 13,717 △13,921 13,157  

２．機械装置及び運搬具 8,580 8,709

減価償却累計額 △6,485 2,094 △6,710 1,998  

３．土地  14,842 14,784  

４．建設仮勘定 220 164  

５．その他 2,250 2,102

減価償却累計額 △1,764 485 △1,672 430  

有形固定資産合計 31,361 30.8 30,535 29.7 △825

(2）無形固定資産

１．連結調整勘定 15 －  

２．その他 2,184 1,924  

無形固定資産合計 2,199 2.2 1,924 1.9 △275

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※２ 17,734 20,678  

２．長期貸付金 15 10  

３．繰延税金資産 100 79  

４．長期性預金 1,700 100  

５．その他 1,083 1,232  

６．貸倒引当金 △354 △400  

投資その他の資産合計 20,278 19.9 21,700 21.1 1,421

固定資産合計 53,840 52.9 54,160 52.7 320

資産合計 101,841 100.0 102,796 100.0 955
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前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金  4,894 4,088  

２．短期借入金 ※１ 2,334 2,610  

３．未払法人税等 237 427  

４．繰延税金負債 0 2  

５．その他 3,765 3,629  

流動負債合計 11,231 11.0 10,758 10.5 △472

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 22 8  

２．退職給付引当金 1,809 1,595  

３．役員退職慰労引当金 276 289  

４．繰延税金負債 585 1,462  

５．負ののれん ― 39  

６．その他 445 453  

固定負債合計 3,139 3.1 3,848 3.7 709

負債合計 14,370 14.1 14,607 14.2 236

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金  13,500 13.3 13,500 13.1 0

　２　資本剰余金 10,823 10.6 10,823 10.5 △0

　３　利益剰余金 62,178 61.1 61,382 59.8 △795

　４　自己株式  △2,090 △2.1 △2,094 △2.0 △3

株主資本合計 84,410 82.9 83,611 81.4 △799

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差
額金

2,808 2.8 3,759 3.7 950

　２　為替換算調整勘定 170 0.2 739 0.7 569

評価・換算差額等合計 2,979 2.9 4,499 4.4 1,519

Ⅲ　少数株主持分 80 0.1 79 0.0 △1

純資産合計 87,470 85.9 88,189 85.8 718

負債純資産合計 101,841 100.0 102,796 100.0 955

－ 14 －



(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 46,042 100.0 46,671 100.0 629

Ⅱ　売上原価 24,132 52.4 24,716 53.0 583

売上総利益 21,910 47.6 21,955 47.0 45

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 21,068 45.8 21,682 46.4 613

営業利益 841 1.8 273 0.6 △568

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 237 259

２．受取配当金  181 220

３．受取賃貸料  192 190

４．連結調整勘定償却額  130 ―

５．負ののれん償却額  ― 97

６．為替差益  285 346

７．その他 318 1,347 2.9 288 1,403 3.0 56

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 93 137

２．売上割引 ― 38

３．その他 143 237 0.5 122 298 0.6 60

経常利益 1,951 4.2 1,378 3.0 △572

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益  ※３ ―   76    

２．投資有価証券売却益 374   33    

３．貸倒引当金戻入益 ―   91    

４．受取保険金 ―   44    

５．海外子会社退職給付
　　引当金戻入額

―   64    

６．その他 ― 374 0.8 50 361 0.7 △13

Ⅴ　特別損失

１．減損損失 ※４ 273 362

２．事業所移転損失  ― 77

３．海外子会社役員
　　退職慰労金

 ― 72

４．海外子会社過年度
　　退職給付費用

 266 ―

５．投資有価証券評価損  207 ―

６．補償費 141   ―    

７．その他 ― 889 1.9 46 558 1.2 △330

税金等調整前当期純利
益

1,435 3.1 1,180 2.5 △254

法人税、住民税及び事
業税

588 532

法人税等調整額 340 928 2.0 456 989 2.1 60

少数株主損失 △27 △0.1 △2 △0.0 24

当期純利益 534 1.2 194 0.4 △340
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（平成17年６月１日から　平成18年５月31日まで）

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成17年５月31日　残高 13,500 10,823 62,696 △2,086 84,933

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △544 － △544

剰余金の配当（中間配当） － － △494 － △494

利益処分による役員賞与 － － △13 － △13

当期純利益 － － 534 － 534

自己株式の取得 － － － △3 △3

自己株式の処分 － 0 － 0 0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 0 △518 △3 △522

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 62,178 △2,090 84,410

評価・換算差額等

少数株主持分
（百万円）

純資産合計
（百万円）

その他有価証券
評価差額金
（百万円）

為替換算調整勘定
（百万円）

評価・換算差額等
合計
（百万円）

平成17年５月31日　残高 1,520 △1,527 △7 836 85,762

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △544

剰余金の配当（中間配当） － － － － △494

利益処分による役員賞与 － － － － △13

当期純利益 － － － － 534

自己株式の取得 － － － － △3

自己株式の処分 － － － － 0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
1,288 1,698 2,986 △755 2,230

連結会計年度中の変動額合計 1,288 1,698 2,986 △755 1,708

平成18年５月31日　残高 2,808 170 2,979 80 87,470
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当連結会計年度（平成18年６月1日から　平成19年５月31日まで）

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 62,178 △2,090 84,410

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △989 － △989

当期純利益 － － 194 － 194

自己株式の取得 － － － △4 △4

自己株式の処分 － △0 － 0 0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － △0 △795 △3 △799

平成19年５月31日　残高 13,500 10,823 61,382 △2,094 83,611

評価・換算差額等

少数株主持分
（百万円）

純資産合計
（百万円）

その他有価証券
評価差額金
（百万円）

為替換算調整勘定
（百万円）

評価・換算差額等
合計
（百万円）

平成18年５月31日　残高 2,808 170 2,979 80 87,470

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △989

当期純利益 － － － － 194

自己株式の取得 － － － － △4

自己株式の処分 － － － － 0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
950 569 1,519 △1 1,518

連結会計年度中の変動額合計 950 569 1,519 △1 718

平成19年５月31日　残高 3,759 739 4,499 79 88,189
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　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

1,435 1,180  

減価償却費 2,083 2,343  

連結調整勘定償却額 △130 －  

負ののれん償却額 － △97  

貸倒引当金の増減額 △21 △173  

受取利息及び受取配当
金

△419 △480  

支払利息 94 138  

為替差損益 △22 △12  

減損損失 273 362  

投資有価証券評価損 207 －  

投資有価証券売却益 △374 △33  

投資有価証券運用益 － △150  

売上債権の増減額 800 89  

たな卸資産の増減額 △958 △1,301  

仕入債務の増減額 △616 △942  

その他 550 △228  

小計 2,902 694 △2,207

利息及び配当金の受取
額

437 491  

利息の支払額 △92 △151  

法人税等の支払額 △686 △345  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,560 689 △1,871

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

△3,973 △1,555  

定期預金の払戻による
収入

3,973 1,161  

有価証券の取得による
支出

△372 △95  

有価証券の売却による
収入

129 355  

有形固定資産の取得に
よる支出

△2,491 △984  

有形固定資産の売却に
よる収入

－ 455  

無形固定資産の取得に
よる支出

△767 △498  
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前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

有価証券の償還による
収入

－ 1,099  

投資有価証券の取得に
よる支出

△3,010 △1,308  

投資有価証券の売却に
よる収入

858 66  

投資有価証券の償還に
よる収入

2,092 －  

子会社株式の取得によ
る支出

△774 △0  

貸付けによる支出 △7 △28  

貸付金の回収による収
入

24 35  

新規連結子会社株式の
取得による支出

※２ △507 －  

その他 △325 1  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,153 △1,296 3,856

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増減額 813 98  

自己株式の取得による
支出

△3 △3  

配当金の支払額 △1,038 △990  

その他 259 △14  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

29 △910 △940

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

226 84 △142

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

△2,336 △1,433 902

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

9,198 6,862 △2,336

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 6,862 5,428 △1,433
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社数　　　43社 (1）連結子会社数　　　44社

(2）連結子会社名

主要な連結子会社名は、「第１　企業の概況　４．

関係会社の状況」に記載のとおりであります。

(2）連結子会社名

同左

(3）連結の範囲を変更した理由 (3）連結の範囲を変更した理由

当連結会計年度において、Qualiveg Seed 

Production, Inc. を新たに取得し、連結の範囲に

含めました。また、連結子会社であった株式会社ユ

リックスは平成18年２月２日に清算結了したため、

連結対象から除外いたしました。

当連結会計年度において、Qualiveg Seed 

Production, Inc. をSakata Seed America, Inc. 

に吸収合併したため、連結対象から除外いたしまし

た。

(4）非連結子会社の主要会社名等 (4）非連結子会社の主要会社名等

該当事項はありません。 同左

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用会社数　　０社 (1）持分法適用会社数　　同左

(2）持分法非適用会社の主要会社名 (2）持分法非適用会社の主要会社名

関連会社 関連会社

Sakata Polska Sp.z.o.o. 同左

(3）持分法を適用しない理由 (3）持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純利益及び利益剰余金等

に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要

性が無いため、持分法を適用しておりません。

同左
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前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、Sakata Seed Sudamerica 

Ltda.、Sakata Seed Chile S.A.及び坂田種苗（蘇州）

有限公司他１社が12月末日、西尾植物株式会社が２月

末日、

Sakata Seed America, Inc.及び

Sakata Ornamentals Europe A/S他26社が３月末日、

その他の子会社は当社と同一であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日との差

が３ヶ月を超える４社については、３月末日で仮決算

を行い、その他の子会社については、それぞれの決算

日の財務諸表を使用しております。連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

連結子会社の決算日は、Sakata Seed Sudamerica 

Ltda.、Sakata Seed Chile S.A.及び坂田種苗（蘇州）

有限公司他１社が12月末日、西尾植物株式会社が２月

末日、

Sakata Seed America, Inc.及び

Sakata Ornamentals Europe A/S他27社が３月末日、

その他の子会社は当社と同一であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日との差

が３ヶ月を超える４社については、３月末日で仮決算

を行い、その他の子会社については、それぞれの決算

日の財務諸表を使用しております。連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券 ①　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

連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法

を採用しております。（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は主として

移動平均法により算定しております。）

同左

時価のないもの 時価のないもの

主として移動平均法による原価法を採用して

おります。

同左

②　デリバティブ ②　デリバティブ

時価法 同左

③　たな卸資産 ③　たな卸資産

主として総平均法による原価法を採用しておりま

す。

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 有形固定資産

主として定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

同左

建物及び構築物　　　　　　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　　２～15年

その他　　　　　　　　　　　　　２～20年

(会計方針の変更）

　平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の償

却方法については、平成19年度税制改正により導入

された新たな定額法及び定率法に変更しております。

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響額は軽微でありま

す。

無形固定資産 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、主

として社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

同左
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前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、主

として一般債権については貸倒実績率に基づき、

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

②　役員賞与引当金

当社及び連結国内子会社の一部については、役員

に対する賞与の支払に備えて、役員賞与支給見込

額のうち当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。なお、当連結会計年度においては計上してお

りません。

②　役員賞与引当金

同左

③　退職給付引当金 ③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、主として当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。

同左

④　役員退職慰労引当金 ④　役員退職慰労引当金

主として役員の退職慰労金の支給に備えるため退

職慰労金支給に関する内規に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。

同左

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要な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かかる方法に準じた会計処理に

よっております。

同左

(5）消費税等の会計処理方法 (5）消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理については、主として税抜方式

を採用しております。

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

同左
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前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．　　　　　　　  ――――――

連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却を

行っております。

 

７．                ―――――― ７．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

  　 のれんの償却については、５年間の定額法により償却

を行っております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、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 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

（役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与については、従来利益処分により株主総会の決

議を経て利益剰余金の減少としておりましたが、当連結会

計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　会計基準第４号　平成17年11月29日）に基づき、

発生時に費用処理しております。これにより、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は９百万円減少して

おります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「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

により税金等調整前当期純利益は273百万円減少しておりま

す。

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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87,390百万円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

──────

 

 （連結損益計算書）

「売上割引」は、前連結会計年度まで、営業費用の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲

記しております。なお、前連結会計年度の「売上割引」は

11百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

定期預金 21百万円 定期預金 21百万円

上記資産について、短期に返済予定の長期借入金

４百万円、長期借入金９百万円の担保に供しており

ます。

上記資産について、短期に返済予定の長期借入金

４百万円、長期借入金５百万円の担保に供しており

ます。

※２．関連会社に対する主なもの ※２．関連会社に対する主なもの

区分 勘定科目 金額（百万円）

資産 投資有価証券（株式） 4

区分 勘定科目 金額（百万円）

資産 投資有価証券（株式） 4
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度

（平成17年６月１日から

平成18年５月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年６月１日から

平成19年５月31日まで）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売荷造費 468百万円

運搬費 960

広告宣伝費 928

貸倒引当金繰入額 133

従業員給料手当 7,713

退職給付費用 377

役員退職慰労引当金繰入額 51

減価償却費 1,739

販売荷造費 564百万円

運搬費 1,072

広告宣伝費 933

貸倒引当金繰入額 60

従業員給料手当 8,134

退職給付費用 349

役員退職慰労引当金繰入額 42

減価償却費 1,909

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費

3,249百万円 3,544百万円

※３．　　　　　　　 ――――――

 

 

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

建物及び構築物 23百万円

機械装置及び運搬具 34

土地 18

その他 0

合計 76
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前連結会計年度

（平成17年６月１日から

平成18年５月31日まで）

当連結会計年度

（平成18年６月１日から

平成19年５月31日まで）

※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは主に以下の資

産グループにおいて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失

(百万円)

流通施設
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市
121

遊休施設

（小売店舗）

建物及び

構築物等

神奈川県

藤沢市
120

　

 

 

 

 

 

当社グループは管理会計上の単位を資産グループの基礎と

し、独立したキャッシュフローを生み出す最小単位でグ

ルーピングをしております。また、賃貸資産及び遊休資産

については、個別の資産グループごとにグルーピングして

おります。

　上記記載の流通施設及び小売店舗については集約化のた

め閉鎖することとなり、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額２億41百万円を減損損失として当期の損失

といたしました。

　その内訳は、流通施設については建物及び構築物55百万

円、処分費用見込額65百万円であります。小売店舗につい

ては建物及び構築物97百万円、処分費用見込額15百万円、

その他８百万円であります。

　なお、回収可能価額は取引事例等を勘案した合理的な見

積による正味売却価額により測定しております。

※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは主に以下の資

産グループにおいて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失

(百万円)

買収に伴い認

識された無形

固定資産

のれん及びそ

の他無形固定

資産 

米国カリフォ

ルニア州
285

通信販売部資

産 

リース資産及

び無形固定資

産等

神奈川県

横浜市 
23

造園緑花部資

産
機械装置等

神奈川県

横浜市
14

遊休施設
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市他
39

  当社グループは管理会計上の単位を資産グループの基礎

とし、独立したキャッシュフローを生み出す最小単位でグ

ルーピングをしております。また、賃貸資産及び遊休資産

については、個別の資産グループごとにグルーピングして

おります。

　上記記載の買収に伴い認識された無形固定資産について

は、株式取得時に策定した事業計画において当初想定して

いた収益見込が減少したため帳簿価格を回収可能価額まで

減額しました。

　通信販売部資産及び造園緑花部資産については、継続的

に営業損失を計上しており、かつ将来キャッシュ・フロー

の見積り総額が当資産グループの帳簿価格を下回るため、

帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しております。

　遊休施設については、除却を行っております。

　なお、回収可能価額は取引事例等を勘案した合理的な見

積による正味売却価額により測定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 前連結会計年度（平成17年６月１日から　平成18年５月31日まで）

 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

 
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　普通株式 50,910 － － 50,910

 　　合計 50,910 － － 50,910

 自己株式     

 　普通株式（注） 1,413 2 0 1,415

 　　合計 1,413 2 0 1,415

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。また、普通

　　　株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。

２．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

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

 平成17年８月30日

定時株主総会
 普通株式 544 11  平成17年５月31日  平成17年８月31日

 平成18年１月23日

取締役会
 普通株式 494 10  平成17年11月30日  平成18年２月20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

（百万円）
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８月30日

定時株主総会
 普通株式 494 利益剰余金 10 平成18年５月31日 平成18年８月31日 

－ 28 －



 当連結会計年度（平成18年６月１日から　平成19年５月31日まで）

 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

 
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　普通株式 50,910   50,910

 　　合計 50,910   50,910

 自己株式     

 　普通株式（注） 1,415 2 0 1,418

 　　合計 1,415 2 0 1,418

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。また、普通

　　　株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。

２．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

（百万円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

 平成18年8月30日

定時株主総会
 普通株式 494 10  平成18年5月31日  平成18年8月31日

 平成19年1月9日

取締役会
 普通株式 494 10  平成18年11月30日  平成19年2月13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

（百万円）
配当の原資

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月30日

定時株主総会
 普通株式 494 利益剰余金 10 平成19年５月31日 平成19年８月31日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 13,094百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △6,231

現金及び現金同等物 6,862

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たにQualiveg Seed Production,

Inc. を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに取得価額と取得のための支出(純額)との関係は

次のとおりであります。

流動資産 133百万円

固定資産 587

連結調整勘定 212

流動負債 △131

固定負債 △293

Qualiveg Seed Production, Inc.株式の

取得価額

508

Qualiveg Seed Production, Inc.の現金

及び現金同等物

△0

差引：Qualiveg Seed Production, Inc.

取得のための支出

507

現金及び預金勘定 13,672百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △8,243

現金及び現金同等物 5,428

 ※２．             ――――――

－ 30 －



（リース取引関係）

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

　　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期末残高相当額

取得価額相当
額
（百万円）

減価償却累計
額相当額
（百万円）

期末残高相当
額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

135 44 91

有形固定資産
 （その他）

605 359 246

無形固定資産
（その他）

547 415 131

合計 1,288 819 469

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

427 89 ― 338

有形固定資産
 （その他）

379 188 2 189

無形固定資産
（その他）

409 338 9 62

合計 1,217 615 11 590

（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。

（注）　　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 208百万円

１年超 260

合計 469

１年内 154百万円

１年超 435

合計 590

リース資産減損勘定の残高 11

（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。

（注）　　　　　　　　 同左

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

支払リース料 258百万円

減価償却費相当額 258

支払リース料 248百万円

減価償却費相当額 248

減損損失 11

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

（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）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年５月31日） 当連結会計年度（平成19年５月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の

(1）株式 6,241 11,483 5,241 7,091 13,870 6,779

(2）債券

①国債・地方

債等
― ― ― 59 59 0

②社債 4 9 4 329 343 14

③その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 10 12 2 10 14 4

小計 6,257 11,505 5,248 7,490 14,288 6,797

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの

(1）株式 644 612 △31 1,040 1,009 △31

(2）債券

①国債・地方

債等
89 88 △1 60 59 △0

②社債 2,270 1,958 △312 1,667 1,377 △289

③その他 1,895 1,757 △138 1,246 1,117 △129

(3）その他 502 494 △7 350 341 △8

小計 5,402 4,912 △490 4,364 3,905 △459

合計 11,659 16,417 4,757 11,855 18,194 6,338

　（注）　前連結会計年度中の減損処理額　　２億７百万円

当連結会計年度中の減損処理額　  ０百万円

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（平成17年６月１日から平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から平成19年５月31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計
（百万円）

売却損の合計
（百万円）

売却額
（百万円）

売却益の合計
（百万円）

売却損の合計
（百万円）

988 374 ― 421 35 ―
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド

（ＭＭＦ）
90 ―

非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,540 2,524

非上場の外国債券 0 0

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

前連結会計年度（平成18年５月31日） 当連結会計年度（平成19年５月31日）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

(1）国債・地方債等 ― 88 ― ― 29 89 ― ―

(2）社債 296 406 ― 1,133 9 196 ― 1,155

(3）その他 767 627 ― 361 ― 746 ― 370

２．その他 152 342 ― ― ― 341 ― ―

合計 1,216 1,465 ― 1,495 39 1,374 ― 1,525
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

(1）取引の内容及び利用目的 (1）取引の内容及び利用目的

連結子会社１社において、外貨建資産・負債に係る

将来の取引市場での為替相場変動によるリスクを回

避する目的で為替予約取引及び通貨オプションを行っ

ております。

連結子会社３社において、外貨建資産・負債に係る

将来の取引市場での為替相場変動によるリスクを回

避する目的で為替予約取引及び通貨オプションを行っ

ております。

(2）取引に係るリスクの内容 (2）取引に係るリスクの内容

為替予約取引及び通貨オプションは為替相場の変動

に係るリスクを有するものの、これらの取引は実需

の範囲内で行っております。

また、いずれも取引の相手方に関わる信用リスクを

内在しておりますが、契約先は、信用度の高い銀行

であり、契約不履行によるリスクは極めて小さいも

のであります。

同左

(3）取引に係るリスクの管理体制 (3）取引に係るリスクの管理体制

デリバティブ取引の利用にあたっては、当該会社の

社内管理規程による稟議決裁を行っております。

また、日常におけるデリバティブ取引のリスク管理

は、当該会社の経理部が時価の把握、契約先から残

高確認書を取り付けるなどのチェックを実施してお

ります。

同左

(4）取引に対する取組方針 (4）取引に対する取組方針

当社グループは、営業取引により生じる相場変動リ

スクを回避するために、デリバティブ取引を利用す

る方針であり、投機目的やトレーディング目的でこ

れらの取引を行わないこととしております。

同左
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２．取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分 種類

前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等
のうち１
年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等
のうち１
年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

為替予約取引

売建

米ドル買日本円売 － － － － 14 － 14 △0

ユーロ買日本円売 － － － － 15 － 16 △0

市場取引以

外の取引

買建

日本円買米ドル売 131 53 131 1 111 35 120 10

日本円買ユーロ売 115 － 118 3 231 116 234 8

日本円買英ポンド売 － － － － 6 － 6 0

日本円買ノルウェーク

ローネ売
－ － － － 17 － 17 0

ユーロ買英ポンド売 － － － － 55 － 55 0

米ドル買デンマークク

ローネ売
－ － － － 173 － 165 △8

通貨オプション取引

売建

プット

米ドル 80 53 △3 1 58 29 △0 3

ユーロ 86 28 △0 6 32 － － 2

買建

コール

米ドル 80 53 3 △0 58 29 5 3

ユーロ 86 28 20 17 32 － 10 9

合計 581 218 269 29 806 210 647 30

　（注）１．時価の算定方法

金融機関から提示された価格によっております。

２．契約額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量または信用リスク量を示すものではありま

せん。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社全体で退職一時金制度については15社が有しております。

２　退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

（百万円） （百万円）

(1）退職給付債務

(2）年金資産

(3）未積立退職給付債務

(4）未認識数理計算上の差異

(5) 前払年金費用

(6）退職給付引当金

△3,835

2,060

△1,775

△34

－

△1,809

△3,642

2,388

△1,254

△341

－

△1,595

　（注）　一部の子会社は、退職給付債務の計算にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

（百万円） （百万円）

(1）勤務費用

(2）利息費用

(3）期待運用収益（減算）

(4）数理計算上の差異の費用処理額

(5）退職給付費用

590

65

△30

61

686

398

66

△39

24

448

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

(1）割引率 2.0％ 2.0 　％

(2）期待運用収益率 2.0％ 2.0 　％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 10年 10 年
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（ストック・オプション等関係）

 前連結会計年度（平成17年６月１日から　平成18年５月31日まで）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 平成14年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数  連結子会社の取締役22名、当社の従業員14名

ストック・オプション数（注）  普通株式　45,900株

付与日  平成14年10月２日

権利確定条件
付与日（平成14年10月２日）以降、権利確定日（平成16年９

月30日まで）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 ２年間（平成14年10月２日から平成16年９月30日まで）

権利行使期間  平成16年10月１日～平成19年８月31日

（注）株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成18年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 平成14年ストック・オプション

権利確定後　（株）  

　　前連結会計年度末  45,900

　　権利確定  －

　　権利行使 －

　　失効 －

　　未行使残  45,900

②単価情報

 平成14年ストック・オプション

権利行使価格　（円）  1,485

行使時平均株価　（円） －
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 当連結会計年度（平成18年６月１日から　平成19年５月31日まで）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 平成14年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数  連結子会社の取締役22名、当社の従業員14名

ストック・オプション数（注）  普通株式　45,900株

付与日  平成14年10月２日

権利確定条件
付与日（平成14年10月２日）以降、権利確定日（平成16年９

月30日まで）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 ２年間（平成14年10月２日から平成16年９月30日まで）

権利行使期間  平成16年10月１日～平成19年８月31日

（注）株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  平成14年ストック・オプション 

権利確定後　（株）  

　　前連結会計年度末 45,900 

　　権利確定  －

　　権利行使 －

　　失効  － 

　　未行使残 45,900 

②単価情報

  平成14年ストック・オプション 

権利行使価格　（円） 1,485 

行使時平均株価　（円） －

－ 38 －



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年５月31日）

当連結会計年度
（平成19年５月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円） （単位：百万円）

（繰延税金資産）

未実現棚卸資産売却益 903

棚卸資産評価損 144

役員退職慰労引当金 94

貸倒引当金損金算入限度超過額 242

退職給付引当金損金算入限度超過額 655

投資有価証券評価損否認 1,302

繰越欠損金 220

 その他 248

繰延税金資産小計 3,812

  

評価性引当額 △689

繰延税金資産合計 3,122

 

（繰延税金負債）

圧縮積立金 161

子会社の資産及び負債の時価評価によ

る評価差額
401

その他有価証券評価差額金 1,951

その他 203

繰延税金負債合計 2,717

繰延税金資産の純額 405

（繰延税金資産）

未実現棚卸資産売却益 418

棚卸資産評価損 156

役員退職慰労引当金 92

貸倒引当金損金算入限度超過額 111

退職給付引当金損金算入限度超過額 542

投資有価証券評価損否認 898

繰越欠損金 308

 その他 207

繰延税金資産小計 2,737

  

評価性引当額 △420

繰延税金資産合計 2,316

 

（繰延税金負債）

圧縮積立金 161

子会社の資産及び負債の時価評価によ

る評価差額
198

その他有価証券評価差額金 2,582

その他 60

繰延税金負債合計 3,003

繰延税金資産の純額 △686

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

永久に損金に算入されない項目 △2.9

法人税の特別控除等 △5.0

連結調整勘定償却額 △2.9

評価性引当額の増減 33.0

住民税等均等割等 2.0

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.7

法定実効税率 40.6％

（調整）

永久に損金に算入されない項目 △1.9

法人税の特別控除等 △5.6

連結調整勘定償却額 △3.6

評価性引当額の増減 51.8

住民税等均等割等 2.5

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 83.8
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで)

卸売事業
（百万円）

小売事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 34,159 11,045 837 46,042 ― 46,042

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 194 100 126 421 △421 ―

計 34,353 11,146 963 46,463 △421 46,042

営業費用 28,143 11,570 966 40,680 4,520 45,201

営業利益又は営業損失（△） 6,210 △424 △2 5,783 △4,942 841

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産 50,636 4,314 586 55,537 46,304 101,841

減価償却費 1,427 85 0 1,513 570 2,083

資本的支出 2,935 3 0 2,939 602 3,541

当連結会計年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで)

卸売事業
（百万円）

小売事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 34,121 11,309 1,240 46,671 ― 46,671

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 233 1 119 354 △354 ―

計 34,354 11,311 1,360 47,026 △354 46,671

営業費用 28,953 11,677 1,298 41,929 4,468 46,398

営業利益又は営業損失（△） 5,401 △366 61 5,096 △4,823 273

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び資本的

支出

資産 50,553 4,904 758 56,216 46,580 102,796

減価償却費 1,475 54 5 1,536 807 2,343

減損損失 291 23 14 328 33 362

資本的支出 987 11 33 1,032 454 1,487

（注）１．事業区分の方法及び各事業の内容

当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。
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また、これら事業区分の内容は次のとおりであります。

事業区分 事業の内容

卸売事業
種苗会社・生産者への園芸商材（野菜種子・花種子・球

根・苗木・農園芸資材）の卸売

小売事業

ホームセンター・通信販売・直営園芸店を通じた園芸愛

好家への園芸商材（野菜種子・花種子・球根・苗木・農

園芸資材）の販売

その他事業 造園工事・その他

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度4,940百万円、当連

結会計年度4,849百万円であります。その主なものは、親会社の研究部門及び親会社本社の管理部門に係る費用

等であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度46,340百万円、当連結会計年度

46,669百万円であります。その主なものは、親会社の運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有

価証券）及び親会社での研究部門及び管理部門に係る資産等であります。

４．平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の償却方法については、平成19年度税制改正により導入された新

たな定額法及び定率法に変更しております。なお、この変更による影響額は軽微であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで)

日本
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

その他地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 29,573 6,798 5,551 4,118 46,042 ― 46,042

(2）セグメント間の内部売上高 3,498 2,055 944 1,159 7,657 △7,657 ―

計 33,071 8,854 6,495 5,277 53,699 △7,657 46,042

営業費用 27,756 8,341 6,654 5,242 47,994 △2,793 45,201

営業利益又は営業損失（△） 5,315 512 △158 35 5,705 △4,863 841

Ⅱ　資産 43,871 10,473 8,997 7,418 70,761 31,079 101,841

当連結会計年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで)

日本
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

その他地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 29,590 6,387 6,492 4,202 46,671 ― 46,671

(2）セグメント間の内部売上高 3,700 1,625 872 1,500 7,699 △7,699 ―

計 33,291 8,013 7,364 5,702 54,371 △7,699 46,671

営業費用 27,604 8,065 7,501 5,490 48,662 △2,263 46,398

営業利益又は営業損失（△） 5,686 △52 △137 212 5,709 △5,435 273

Ⅱ　資産 44,435 11,099 9,192 8,368 73,095 29,700 102,796

（注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等を考慮して区分しております。

日本以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………アメリカ合衆国、メキシコ合衆国ほか

(2）欧州……………オランダ王国、フランス共和国、イギリス、スペイン、デンマーク王国ほか

(3）その他地域……………タイ王国、ブラジル連邦共和国、チリ共和国、南アフリカ共和国、大韓民国ほか

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度4,940百万円、当連

結会計年度4,849百万円であります。その主なものは、親会社の研究開発部門及び親会社本社の管理部門に係る

費用等であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度46,340百万円、当連結会計年度

46,669百万円であります。その主なものは、親会社の運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有

価証券）及び親会社での研究部門及び管理部門に係る資産等であります。

４．平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の償却方法については、平成19年度税制改正により導入された新

たな定額法及び定率法に変更しております。なお、この変更による影響額は軽微であります。
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ｃ．海外売上高

北米 欧州 その他地域 計

前連結会計年度

（平成17年６月１日から

平成18年５月31日まで）

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,846 5,551 5,431 17,829

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 46,042

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
14.9 12.1 11.8 38.7

北米 欧州 その他地域 計

当連結会計年度

（平成18年６月１日から

平成19年５月31日まで）

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,426 6,500 5,549 18,477

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 46,671

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
13.8 13.9 11.9 39.6

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………アメリカ合衆国、メキシコ合衆国ほか

(2）欧州……………オランダ王国、フランス共和国、イギリス、スペイン、イタリア共和国、 

デンマーク王国、トルコ共和国ほか

(3）その他地域……ブラジル連邦共和国、香港、南アフリカ共和国、大韓民国ほか

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年６月１日から平成19年５月31日まで）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

１株当たり純資産額 1,765.63円

１株当たり当期純利益 10.80円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
10.80円

１株当たり純資産額 1,780.28円

１株当たり当期純利益 3.92円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。  

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前連結会計年度
(平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで)

当連結会計年度
(平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 534 194

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 534 194

期中平均株式数（千株） 49,496 49,493

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

  

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 2 －

（うち新株予約権） (2) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―――――― 平成14年８月28日定時株主総会決議

ストックオプション（新株予約権の

数459個）普通株主45,900株。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 10,182 10,072  

２．受取手形 ※２ 2,543 2,380  

３．売掛金 ※２ 7,548 8,636  

４．有価証券 1,154 39  

５．商品 9,206 9,323  

６．未成工事支出金 118 53  

７．貯蔵品 558 699  

８．前渡金 232 319  

９．繰延税金資産 159 41  

10．その他 925 911  

11．貸倒引当金 △319 △80  

流動資産合計 32,310 36.7 32,398 36.5 87

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 18,488 18,512

減価償却累計額 △9,192 9,295 △9,718 8,794  

２．構築物 1,702 1,702

減価償却累計額 △1,241 460 △1,289 413  

３．機械装置 3,696 3,750

減価償却累計額 △3,019 676 △3,066 684  

４．車輌運搬具 126 117

減価償却累計額 △113 12 △105 11  

５．器具備品 1,165 1,146

減価償却累計額 △919 245 △938 208  

６．土地 12,966 12,968  

７．建設仮勘定 3 －  

有形固定資産合計 23,661 26.9 23,080 26.0 △581

(2）無形固定資産

１．特許権 90 10  

２．借地権 4 4  

３．ソフトウェア 730 1,049  

４．その他 316 20  

無形固定資産合計 1,142 1.3 1,085 1.2 △56
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前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 17,374 20,298  

２．関係会社株式 8,689 9,058  

３．出資金 8 8  

４．関係会社出資金 1,723 1,701  

５．長期貸付金 0 0  

６．従業員長期貸付金 6 4  

７．関係会社長期貸付金 839 446  

８．長期性預金 1,700 100  

９．更生債権等 414 401  

10．その他 426 536  

11．貸倒引当金 △361 △406  

投資その他の資産合計 30,822 35.1 32,150 36.3 1,327

固定資産合計 55,627 63.3 56,315 63.5 688

資産合計 87,937 100.0 88,714 100.0 776

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  2,478 1,046  

２．買掛金 1,892 2,117  

３．未払金 1,513 1,667  

４．未払法人税等 － 162  

５．前受金 320 149  

６．預り金 207 167  

７. その他 － 10  

流動負債合計 6,411 7.3 5,322 6.0 △1,089

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 1,346 1,143  

２．役員退職慰労引当金 225 219  

３．繰延税金負債 248 1,226  

４．その他 97 131  

固定負債合計 1,918 2.2 2,720 3.0 801

負債合計 8,330 9.5 8,042 9.0 △288
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前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 13,500 15.4 13,500 15.2 －

　２　資本剰余金      

　(1）資本準備金 10,823  10,823  

　(2）その他資本剰余金 0   0    

資本剰余金合計 10,823 12.3 10,823 12.2 △0

　３　利益剰余金      

　(1）利益準備金 1,010  1,010  

　(2）その他利益剰余金      

為替変動積立金 300  300  

建設積立金 250  250  

海外市場開拓積立金 80  80  

圧縮積立金 236  236  

別途積立金 51,500  50,500  

繰越利益剰余金 1,165  2,294  

利益剰余金合計 54,542 62.0 54,671 61.7 128

　４　自己株式 △2,090 △2.4 △2,094 △2.4 △3

株主資本合計 76,775 87.3 76,900 86.7 124

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差額金 2,831 3.2 3,771 4.3 939

評価・換算差額等合計 2,831 3.2 3,771 4.3 939

純資産合計 79,607 90.5 80,671 91.0 1,064

負債純資産合計 87,937 100.0 88,714 100.0 776
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(2）損益計算書

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 32,189 100.0 32,373 100.0 183

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 9,147 9,206

２．当期商品仕入高 ※１ 19,129 19,609

合計 28,277 28,815

３．商品期末たな卸高 9,206 19,070 59.2 9,323 19,492 60.2 421

売上総利益 13,119 40.8 12,881 39.8 △237

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2

１．販売荷造費 617 632

２．運搬費 1,058 1,114

３．広告宣伝費 685 603

４．貸倒引当金繰入額 87 ―

５．従業員給料手当 3,859 3,620

６．役員退職慰労引当金繰
入額

36 25

７．退職給付費用 259 222

８．減価償却費 973 1,129

９．賃借料 544 445

10．その他 4,881 13,004 40.4 4,479 12,273 37.9 △730

営業利益 115 0.4 607 1.9 492

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※１ 46 69

２．有価証券利息 61 59

３．受取配当金 ※１ 254 317

４．受取賃貸料 ※１ 176 199

５．為替差益  206 291

６. 投資有価証券運用益  － 150

７．雑収入 ※１ 130 876 2.7 75 1,164 3.6 288

Ⅴ　営業外費用

１．生産補償費  ※１ 15

２．雑損失 47 47 0.2 32 47 0.2 0

経常利益 944 2.9 1,724 5.3 780

－ 48 －



前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 374   33    

２．貸倒引当金戻入益 ―   85    

３．補償費戻入益 ― 374 1.2 31 151 0.5 △222

Ⅶ　特別損失

１．減損損失 ※３ 273 71

２．投資有価証券評価損  207 ―

３．補償費 141 622 1.9 ― 71 0.2 △551

税引前当期純利益 695 2.2 1,804 5.6 1,109

法人税、住民税及び事業
税

175 234

法人税等調整額 131 307 1.0 451 686 2.1 379

当期純利益 388 1.2 1,118 3.5 730

－ 49 －



(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（平成17年６月１日から　平成18年５月31日まで）

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金
(百万円)

その他
資本
剰余金
(百万円)

資本剰余
金合計
(百万円)

利益
準備金
(百万円)

その他利益剰余金

為替変動
積立金
(百万円)

建設
積立金
(百万円)

海外市場
開拓
積立金
(百万円)

圧縮
積立金
(百万円)

平成17年５月31日　残高 13,500 10,823 ― 10,823 1,010 300 250 80 236

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

剰余金の配当（中間配当） ― ― ― ― ― ― ― ― ―

利益処分による役員賞与 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

別途積立金の取崩し ― ― ― ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― ―

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 ― ― 0 0 ― ― ― ― ―

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 0 10,823 1,010 300 250 80 236

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計
(百万円)

 利益剰余金

自己株式
(百万円)

株主資本
合計
(百万円)

その他
有価証券
評価差額金
(百万円)

評価・換算
差額等合計
(百万円)

 その他利益剰余金
利益剰余金
合計
(百万円)

別途
積立金
(百万円)

繰越利益
剰余金
(百万円)

平成17年５月31日　残高 52,500 821 55,198 △2,086 77,435 1,527 1,527 78,962

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― △544 △544 ― △544 ― ― △544

剰余金の配当（中間配当） ― △494 △494 ― △494 ― ― △494

利益処分による役員賞与 ― △4 △4 ― △4 ― ― △4

別途積立金の取崩し △1,000 1,000 ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― 388 388 ― 388 ― ― 388

自己株式の取得 ― ― ― △3 △3 ― ― △3

自己株式の処分 ― ― ― 0 0 ― ― 0

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）
― ― ― ― ― 1,304 1,304 1,304

事業年度中の変動額合計 △1,000 343 △656 △3 △659 1,304 1,304 644

平成18年５月31日　残高 51,500 1,165 54,542 △2,090 76,775 2,831 2,831 79,607

－ 50 －



当事業年度（平成18年６月１日から　平成19年５月31日まで）

株主資本

資本金
(百万円)

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金
(百万円)

その他
資本
剰余金
(百万円)

資本剰余
金合計
(百万円)

利益
準備金
(百万円)

その他利益剰余金

為替変動
積立金
(百万円)

建設
積立金
(百万円)

海外市場
開拓
積立金
(百万円)

圧縮
積立金
(百万円)

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 0 10,823 1,010 300 250 80 236

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

別途積立金の取崩し ― ― ― ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

自己株式の処分 ― ― △0 △0 ― ― ― ― ―

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 ― ― △0 △0 ― ― ― ― ―

平成19年５月31日　残高 13,500 10,823 0 10,823 1,010 300 250 80 236

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計
(百万円)

 利益剰余金

自己株式
(百万円)

株主資本
合計
(百万円)

その他
有価証券
評価差額金
(百万円)

評価・換算
差額等合計
(百万円)

 その他利益剰余金
利益剰余金
合計
(百万円)

別途
積立金
(百万円)

繰越利益
剰余金
(百万円)

平成18年５月31日　残高 51,500 1,165 54,542 △2,090 76,775 2,831 2,831 79,607

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― △989 △989 ― △989 ― ― △989

別途積立金の取崩し △1,000 1,000 ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― 1,118 1,118 ― 1,118 ― ― 1,118

自己株式の取得 ― ― ― △4 △4 ― ― △4

自己株式の処分 ― ― ― 0 0 ― ― 0

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）
― ― ― ― ― 939 939 939

事業年度中の変動額合計 △1,000 1,128 128 △3 124 939 939 1,064

平成19年５月31日　残高 50,500 2,294 54,671 △2,094 76,900 3,771 3,771 80,671

－ 51 －



重要な会計方針

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。 同左

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

期末日の市場価格等に基づく時価法を採用してお

ります。（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しており

ます。）

同左

時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。 同左

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品は総平均法による原価法を採用してお

ります。

同左

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物付属設備を除く）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

建物及び構築物　　　　　　　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　　　２～15年

その他　　　　　　　　　　　　　　２～20年

(会計方針の変更）

　平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の償

却方法については、平成19年度税制改正により導入

された新たな定額法及び定率法に変更しております。

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影響額は軽微であります。

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づく定額法によっ

ております。

同左

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒れ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基づき、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

(2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備えて、役員賞与支給見

込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

なお、当事業年度においては計上しておりません。

同左

－ 52 －



前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

(3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしております。

同左

(4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、退職慰労金支

給に関する内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

同左

５．リース取引の処理方法 ５．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

賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

６．消費税等の会計処理方法 ６．消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 同左

－ 53 －



会計処理方法の変更

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

（役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与については、従来利益処分により株主総会の

決議を経て利益剰余金の減少としておりましたが、当事

業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　会計基準第４号　平成17年11月29日）に基づ

き、発生時に費用処理しております。なお、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。これにより税引前当期純利益は273百万円減少し

ております。

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

（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79,607百万円

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。

 ――――――

 

 

－ 54 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

定期預金 21百万円 定期預金 21百万円

上記資産について、子会社の短期に返済予定の長期

借入金４百万円、長期借入金９百万円の担保に供し

ております。

上記資産について、子会社の短期に返済予定の長期

借入金４百万円、長期借入金５百万円の担保に供し

ております。

※２．関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

※２．関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

受取手形及び売掛金 1,591百万円 受取手形及び売掛金 2,553百万円

　３．偶発債務 　３．偶発債務

関係会社の金融機関よりの借入金に対し次のとおり

保証を行っております。

関係会社の金融機関よりの借入金に対し次のとおり

保証を行っております。

株式会社ブロリード

 

25百万円

株式会社飛騨セルトップ 21

株式会社ブロリード

 

29百万円

株式会社飛騨セルトップ 14

関係会社の輸入取引について、金融機関に支払保証

を行っております。

関係会社の輸入取引について、金融機関に支払保証

を行っております。

MayFord Seeds (Pty) Ltd. 21百万円

(1,280千南アフリカランド)

MayFord Seeds (Pty) Ltd. 20百万円

(1,280千南アフリカランド)
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（損益計算書関係）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

※１．関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

※１．関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

当期商品仕入高 5,011百万円

販売費及び一般管理費 1,021

受取利息 35

受取配当金 69

受取賃貸料 83

雑収入 5

当期商品仕入高 4,610百万円

仕入副費 555

販売費及び一般管理費 429

受取利息 41

受取配当金 95

受取賃貸料 82

雑収入 14

生産補償費 15

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 1,699百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 1,742百万円

※３．減損損失

　当事業年度において、当社は主に以下の資産グループに

おいて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失

(百万円)

流通施設
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市
121

遊休資産

（小売店舗）

建物及び

構築物等

神奈川県

藤沢市
120

　

 

 

　当社は管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独

立したキャッシュフローを生み出す最小単位でグルーピン

グをしております。また、賃貸資産及び遊休資産について

は、個別の資産グループごとにグルーピングしておりま

す。

　上記記載の流通施設及び小売店舗については集約化のた

め閉鎖することとなり、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額２億41百万円を減損損失として当事業年度

の損失といたしました。

　その内訳は、流通施設については建物及び構築物55百万

円、処分費用見込額65百万円であります。小売店舗につい

ては建物及び構築物97百万円、処分費用見込額15百万円、

その他８百万円であります。

　なお、回収可能価額は取引事例等を勘案した合理的な見

積による正味売却価額により測定しております。

※３．減損損失

　当事業年度において、当社は主に以下の資産グループに

おいて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
減損損失

(百万円)

通信販売部資

産

リース資産及

び無形固定資

産等

神奈川県

横浜市
23

造園緑花部資

産
機械装置等

神奈川県

横浜市
14

遊休施設
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市他
33

 

　当社は管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独

立したキャッシュフローを生み出す最小単位でグルーピン

グをしております。また、賃貸資産及び遊休資産について

は、個別の資産グループごとにグルーピングしておりま

す。

　上記記載の通信販売部資産及び造園緑花部資産について

は、継続的に営業損失を計上しており、かつ将来キャッ

シュ・フローの見積り総額が当資産グループの帳簿価格を

下回るため、帳簿価格を回収可能価格まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　遊休施設については、除却を行っております。

　なお、回収可能価額は取引事例等を勘案した合理的な見

積による正味売却価額により測定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

 前事業年度（平成17年６月１日から　平成18年５月31日まで）

 １．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（千株）

当期増加株式数

（千株）

当期減少株式数

（千株）

当期末株式数

（千株）

 自己株式     

 　普通株式（注） 1,413 2 0 1,415

 　　合計 1,413 2 0 1,415

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。また、普通

　　　株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。

 当事業年度（平成18年６月１日から　平成19年５月31日まで）

 １．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（千株）

当期増加株式数

（千株）

当期減少株式数

（千株）

当期末株式数

（千株）

 自己株式     

 　普通株式（注） 1,415 2 0 1,418

 　　合計 1,415 2 0 1,418

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。また、普通

　　　株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

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期末残高相当額

取得価額相
当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高相
当額
(百万円)

有形固定資産
その他

589 333 255

無形固定資産 518 406 112

合計 1,107 739 367

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
その他

636 215 2 419

無形固定資産 351 305 9 37

合計 988 520 11 456

（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。

（注）　　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 169百万円

１年超 198

合計 367

１年内 95百万円

１年超 360

合計 456

リース資産減損勘定の残高 11

（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。

（注）　　　　　　　　 同左

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

支払リース料 190百万円

減価償却費相当額 190

支払リース料 198百万円

減価償却費相当額 198

減損損失 11

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

（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。

 

－ 58 －



（有価証券関係）

　前事業年度（平成18年５月31日現在）及び当事業年度（平成19年５月31日現在）における子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(繰延税金資産)

貸倒引当金損金算入限度超過額 233百万円

投資有価証券評価損等否認 1,130

退職給付引当金損金算入限度超過額 547

役員退職慰労引当金 91

未払事業税否認 9

その他 65

  

繰延税金資産小計 2,076

   

評価性引当額 △64  

繰延税金資産合計 2,012  

(繰延税金負債)

固定資産圧縮積立金 161

その他有価証券評価差額金 1,939

繰延税金負債合計 2,101

繰延税金負債の純額 △89

  

(繰延税金資産)

貸倒引当金損金算入限度超過額 99百万円

投資有価証券評価損等否認 887

退職給付引当金損金算入限度超過額 464

役員退職慰労引当金 89

未払事業税否認 25

その他 57

  

繰延税金資産小計 1,623

   

評価性引当額 △64  

繰延税金資産合計 1,559  

(繰延税金負債)

固定資産圧縮積立金 161

その他有価証券評価差額金 2,581

繰延税金負債合計 2,743

繰延税金負債の純額 △1,184

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.6

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△6.4

法人税額の特別控除額 △8.4

住民税等均等割等 4.4

評価性引当額 9.3

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2

(％)

法定実効税率 40.6

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△3.5

法人税額の特別控除額 △2.1

住民税等均等割等 1.5

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.0
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（１株当たり情報）

前事業年度
（平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで）

当事業年度
（平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで）

１株当たり純資産額 1,608.39円

１株当たり当期純利益 7.85円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
7.85円

１株当たり純資産額 1,629.98円

１株当たり当期純利益 22.60円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前事業年度
(平成17年６月１日から
平成18年５月31日まで)

当事業年度
(平成18年６月１日から
平成19年５月31日まで)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 388 1,118

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 388 1,118

普通株式の期中平均株式数（千株） 49,496 49,493

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

  

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 2 －

（うち新株予約権）  (2) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―――――― 平成14年８月28日定時株主総会決議

ストックオプション（新株予約権の

数459個）普通株主45,900株。
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６．その他
役員の異動

１． 代表者の異動

該当事項はありません。

２． その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補（平成19年8月30日付）

取締役　　　　　　　　　                   八星　篤    （現　監査役）

（社外取締役）

(2) 退任予定取締役（平成19年8月30日付）

取締役相談役　　　　　　　　　　　         高橋　英夫　

取締役相談役　　　　　　　　　　　    　　 須田　畯一郎

取締役国内卸売営業本部統括部担当　    　　 渡辺　誠

取締役研究本部副本部長

兼掛川総合研究センター場長 　        　　　池上　隆之

取締役欧州担当　

European Sakata Holding S.A.S取締役副社長　伊藤　勝昭

取締役国内小売営業本部九州担当

兼株式会社福岡セルトップ社長　 　          森　隆     （株式会社福岡セルトップ社長専任）

(3) 新任監査役候補（平成19年8月30日付）

監査役　  　                               前田　邦彦

（社外監査役）

(4) 退任予定監査役（平成19年8月30日付）

監査役　　　　　　 　                      八星　篤    （取締役就任予定）

（社外監査役）

(5) 昇格予定取締役

該当事項はありません。

(6) 役職の異動（平成19年8月30日付）

取締役　執行役員欧州担当　

European Sakata Holding S.A.S取締役副社長　田崎　正光

（現　取締役　執行役員　MayFord　Holdings（Pty）Ltd.副社長

兼Sakata　Vegenetics　RSA（Pty）Ltd.会長　兼　European Sakata Holding S.A.S取締役）
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