
(財)財務会計基準機構会員
 

平成20年５月期　第３四半期財務・業績の概況
   平成20年３月28日

上場会社名 株式会社　サカタのタネ 上場取引所 東証一部

コード番号 1377 ＵＲＬ　http://www.sakataseed.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）坂田　宏

問合せ先責任者　（役職名）執行役員経理部長（氏名）瀬島　優光 ＴＥＬ　（045）945－8800

（百万円未満切捨て）

１．平成20年５月期第３四半期の連結業績（平成19年６月１日　～　平成20年２月29日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期第３四半期 34,374 4.6 1,450 109.8 1,443 △7.8 192 △71.9

19年５月期第３四半期 32,872 2.2 691 △24.9 1,565 △17.4 684 △11.0

19年５月期 46,671 － 273 － 1,378 － 194 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年５月期第３四半期 3 89  －

19年５月期第３四半期 13 82  －

19年５月期 3 92  －

(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

20年５月期第３四半期 98,560 85,572 86.8 1,727 64

19年５月期第３四半期 102,351 88,736 86.6 1,791 37

19年５月期 102,796 88,189 85.7 1,780 28

(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

20年５月期第３四半期 2,659 △1,032 △774 6,277

19年５月期第３四半期 1,370 △1,029 △746 6,526

19年５月期 689 △1,296 △910 5,428

－ 1 －



２．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）

 　 平成20年１月９日に公表いたしました平成20年５月期の業績予想を変更しておりません。

 

３．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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。］
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題を発端とする米国景気の後退懸念から、為替市場ではド

ル先安感が支配し急激な円高が進んでおります。また世界同時の株安、債券安も一層の広がりをみせ、証券市場での不

安が増幅しております。原油などの原材料高も加わって、企業の収益環境は一気に悪化に転じております。

　このように経営環境が大きく変化する中で、当第３四半期の業績は、売上高、営業利益とも前年同期比順調に増加い

たしました。しかし金融市場急変の影響を受けた結果、経常利益、四半期純利益とも同比減益となりました。

　売上は、野菜種子が欧州、南米、国内と全般的に順調に推移しました。特に欧州においてブロッコリーの好調が続い

ております。花種子は、北米、国内が落ち込む中で、欧州が、販売網再構築の効果により順調に伸びました。営業利益

は、前年同期比倍増いたしました。これは高収益商材の増収で売上総利益が増加したことによるもので、内外の販管費

の伸びをカバーいたしました。

　しかしながら、金融市況の悪化のため、経常利益は為替差損等により同比やや減少いたしました。四半期純利益も、

投資有価証券の評価損、減損損失等の特別損失が増加したため、同比大幅減益となりました。

　以上の結果、当第３四半期の業績は次の通りとなりました。売上高は前年同期比15億１百万円（同4.6％）増の343億

74百万円、営業利益は同比７億59百万円（同109.8％）増の14億50百万円、経常利益は同比１億21百万円（同7.8％）減

の14億43百万円、四半期純利益は同比４億91百万円（同71.9％）減の１億92百万円となりました。

　当社グループのセグメント別の概況は次のとおりであります。

(1）事業の種類別セグメント

　a.卸売事業　　　野菜種子分野は、海外では欧州、南米の伸びが好調でした。特に欧州ではブロッコリーが伸びま

した。南米ではトマトがやや不調でしたが、ピーマンはじめ準主力商材が好調に推移しました。北

米はホウレンソウがＯ-157発生による市況悪化の影響を受けましたが、全体としては前期並みでし

た。国内は、全般的に好調で、ネギ、トウモロコシはじめ、重点商品であるトマトも順調に推移し

ました。

　花種子分野は、販売網再構築が順調に進んでいる欧州がトルコギキョウ、プリムラ中心に前年同

期比大きく伸びました。一方北米と国内は市況の低迷が収まらず、低調でした。パンジーの苦戦が

続いております。トルコギキョウのアジア向け輸出は好調に推移しました。

　苗木分野は、欧州でデンマーク、英国中心に花苗が好調でした。国内はセルトップ接木苗はじめ、

やや低調に推移しました。

　球根分野は、卸売におけるチューリップ、ユリ等不採算商品の整理がかなり進みました。

　資材分野は、天候不順や燃費コスト増などの影響から農薬、肥料、接木・結束関連、農機具など

苦戦が続く中で、自然と共生するエコ商品、家庭菜園向け商材などの売上は着実に増えておりま

す。

　この結果、売上高は前年同期比９億65百万円（同3.8％）増の263億35百万円、営業利益は前年同

期比12億22百万円（同26.4％）増の58億44百万円と増収増益になりました。

 

  b.小売事業　　　ホームガーデン分野は、草花、野菜などの苗物、球根、園芸資材等順調に伸びております。しか

し昨年夏の猛暑の影響で絵袋が低調でした。物流の再構築を進めており、販売コスト削減等業務効

率化を推進しております。

　通信販売分野は、野菜苗、花苗、果樹苗などの苗物が順調に伸びました。しかし、園芸資材は低

調に推移しました。受注、出荷、商品管理等業務効率改善のため新システムの導入を検討しており

ます。

　ガーデンセンター分野は、観葉植物やインテリア向け園芸用品等は好調でしたが、花苗はやや低

調でした。愛好家向け拡販に注力しております。

　この結果、売上高は前年同期比５億11百万円（同7.3％）増の74億72百万円となりましたが、販管

費の増加により営業損失は前年同期比２億72百万円（同58.9％）増加して７億35百万円となりまし

た。
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  c.その他事業    造園分野は、注力している屋上緑化植栽工事が好調です。芝生造成工事も堅調です。官公庁工事・

民間工事は減少しました。

　緑花分野は、緑化苗や屋上緑化関連の資材などが順調です。

　この結果、売上高は前年同期比25百万円（同4.6％）増の５億65百万円、営業損益は前年同期の営

業利益17百万円から、営業損失10百万円となりました。

 

(2）所在地別セグメント

  a.日本　　　　  野菜種子は卸、小売ともに好調に推移しました。花種子は、卸ではパンジーが低迷しており、小

売では絵袋が低調でした。苗木は、ホームセンター向けが好調でした。球根、資材とも卸向けの不

振が続いております。輸出は、増収要因であった中国向けニンジンが種子不足のため減少に転じま

した。北米向けパンジーも受注が低迷しました。なお、コーポレートガバナンス強化のための内部

統制整備は順調に進んでおります。

　この結果、売上高は前年同期比４億41百万円（同2.2％）増の209億３百万円、営業利益は前年同

期比１億71百万円（同3.6％）減の45億58百万円と増収減益になりました。

 

  b.北米　　　　　野菜種子は全体として前年並みでした。主力商品のブロッコリーは横ばいでしたが、トマト、キャ

ベツ、タマネギなど順調に伸びました。なおメキシコ向けペパーは回復途上にはありますが、生産

者の作付意欲はまだ完全には戻っていない状況です。またＯ-157発生の影響を受けて、ホウレンソ

ウなどのベビーリーフ商材が低調でした。花種子は、主力販売先からの発注遅れに加えて、南東部

の旱魃の影響による地場生産者の買い控えが重なったため、パンジー、ジニアはじめ全般的に低調

でした。また経費削減に努めた結果、販管費は減少しました。

　この結果、売上高は前年同期比１億19百万円（同2.6％）減の45億56百万円、営業損失は前年同期

の１億７百万円から26百万円（同24.5％）改善して、80百万円となりました。

 

  c.欧州　　 　　 野菜種子、花種子、苗木ともに順調です。特に、ブロッコリーの新品種パルテノンの販売好調が

続いております。メロン、カボチャも伸びております。花種子はトルコギキョウ、プリムラが好調

でした。前期より実施した販売網の見直し効果が出ており、赤字幅が縮小しております。苗木は、

デンマーク、英国で順調に推移しております。

　この結果、売上高は前年同期比８億36百万円（同18.0％）増の54億86百万円、営業利益は前年同

期の13百万円から２億９百万円増加して、２億23百万円と増収増益になりました。

 

  d.その他地域　  南米は、野菜種子では準主力商材のピーマン、レタス、カボチャ等が好調に推移しました。トウ

ガラシも伸びております。主力のトマトは、オリジナル商材は堅調ですが他社ブランド品の減少が

大きく苦戦しています。販管費は、人件費の強制昇給率５％アップ等によりやや増えました。

　韓国は、野菜種子はハクサイが堅調に推移しました。日本から輸入している種子では、トマトは

種子不足のため減収となりましたが、ニンジンは好調です。中国向けに輸出しているトウガラシは

競争激化で減少しました。花種子は着実に伸びております。営業をはじめ社員数を増加させたこと

もあり販管費は増加しました。

　この結果、売上高は前年同期比３億43百万円（同11.1％）増の34億28百万円、営業利益は前年同

期比30百万円（同23.9％）増の１億59百万円と増収増益になりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期の総資産は、前期末に比べ、42億36百万円減少し、985億60百万円となりました。負債は、前期末に比べ、

16億19百万円減少し、129億87百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により前期末に比べ

26億17百万円減少し、855億72百万円となり、その結果自己資本比率は86.8％となりました。
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３．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）

　該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　税金費用の計算などについては、一部簡便的な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。
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４．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年５月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年５月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年５月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 14,731 13,621 △1,110 △7.5 13,672

受取手形及び売掛
金

11,429 11,405 △24 △0.2 13,133

有価証券 225 7 △217 △96.7 47

たな卸資産 19,073 20,487 1,414 7.4 19,605

その他 2,804 2,759 △45 △1.6 2,439

貸倒引当金 △472 △268 203 △43.1 △262

流動資産合計 47,792 48,012 219 0.5 48,636

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 13,261 12,558 △703 △5.3 13,157

機械装置及び運搬
具

2,035 1,941 △94 △4.6 1,998

土地 14,787 14,729 △58 △0.4 14,784

その他 737 781 43 6.0 594

有形固定資産合計 30,821 30,009 △812 △2.6 30,535

無形固定資産 2,263 1,666 △596 △26.4 1,924

投資その他の資産      

投資有価証券 20,427 17,570 △2,857 △14.0 20,678

その他 1,375 1,731 355 25.9 1,422

貸倒引当金 △329 △430 △100 30.4 △400

投資その他の資産合
計

21,473 18,871 △2,601 △12.1 21,700

固定資産合計 54,558 50,547 △4,010 △7.4 54,160

資産合計 102,351 98,560 △3,791 △3.7 102,796
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科目

前年同四半期末
（平成19年５月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年５月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年５月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛
金

2,912 3,409 497 17.1 4,088

短期借入金 2,726 2,857 130 4.8 2,610

未払法人税等 681 239 △441 △64.8 427

その他 3,390 3,993 603 17.8 3,631

流動負債合計 9,710 10,500 789 8.1 10,758

Ⅱ　固定負債      

退職給付引当金 1,808 1,456 △352 △19.5 1,595

役員退職慰労引当
金

277 225 △52 △18.8 289

その他 1,817 805 △1,012 △55.7 1,962

固定負債合計 3,903 2,487 △1,416 △36.3 3,848

負債合計 13,614 12,987 △626 △4.6 14,607

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 13,500 13,500 ― ― 13,500

資本剰余金 10,823 10,823 0 0.0 10,823

利益剰余金 61,872 60,584 △1,287 △2.1 61,382

自己株式 △2,093 △2,096 △2 0.1 △2,094

株主資本合計 84,102 82,811 △1,290 △1.5 83,611

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評
価差額金

3,781 1,790 △1,991 △52.7 3,759

為替換算調整勘定 776 900 123 16.0 739

評価・換算差額等合
計

4,558 2,691 △1,867 △41.0 4,499

Ⅲ　少数株主持分 75 69 △6 △8.5 79

純資産合計 88,736 85,572 △3,164 △3.6 88,189

負債、純資産合計 102,351 98,560 △3,791 △3.7 102,796
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年５月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年５月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年５月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 32,872 34,374 1,501 4.6 46,671

Ⅱ　売上原価 16,557 16,711 154 0.9 24,716

売上総利益 16,314 17,662 1,347 8.3 21,955

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

15,623 16,211 588 3.8 21,682

営業利益 691 1,450 759 109.8 273

Ⅳ　営業外収益 1,178 721 △457 △38.8 1,403

受取利息 198 195 △2 △1.3 259

受取配当金 214 271 56 26.4 220

受取賃貸料 136 181 45 33.0 190

負ののれん償却額 72 12 △60 △82.5 97

為替差益 206 ― △206 ― 346

その他 350 60 △290 △82.8 288

Ⅴ　営業外費用 304 728 423 139.0 298

支払利息 103 128 25 24.9 137

為替差損 ― 389 389 ― ―

その他 201 210 8 4.4 160

経常利益 1,565 1,443 △121 △7.8 1,378

Ⅵ　特別利益 77 49 △27 △36.0 361

固定資産売却益 ― 7 7 ― 76

貸倒引当金戻入益 48 ― △48 ― 91

その他 28 41 13 46.2 192

Ⅶ　特別損失 28 729 701 ― 558

減損損失 28 142 114 407.2 362

投資有価証券評価
損

― 489 489 ― ―

その他 ― 97 97 ― 196

税金等調整前四半
期（当期）純利益

1,614 763 △851 △52.7 1,180

税金費用 936 580 △356 △38.0 989

少数株主損益 △6 △9 △3 47.1 △2

四半期（当期）純
利益

684 192 △491 △71.9 194
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（平成18年６月１日～平成19年２月28日）　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合
計

資本金
資本剰余
金

利益剰余
金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 62,178 △2,090 84,410 2,808 170 2,979 80 87,470

第３四半期中の変動額           

剰余金の配当 － － △989 － △989 － － － － △989

四半期純利益 － － 684 － 684 － － － － 684

自己株式の取得 － － － △3 △3 － － － － △3

自己株式の処分 － △0 － 0 0 － － － － 0

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

－ － － － － 972 606 1,579 △5 1,574

第３四半期中の変動額合計 － △0 △305 △2 △308 972 606 1,579 △5 1,265

平成19年２月28日　残高 13,500 10,823 61,872 △2,093 84,102 3,781 776 4,558 75 88,736

当第３四半期連結会計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日）　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合
計

資本金
資本剰余
金

利益剰余
金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成19年５月31日　残高 13,500 10,823 61,382 △2,094 83,611 3,759 739 4,499 79 88,189

第３四半期中の変動額           

剰余金の配当 － － △989 － △989 － － － － △989

四半期純利益 － － 192 － 192 － － － － 192

自己株式の取得 － － － △3 △3 － － － － △3

自己株式の処分 － 0 － 2 2 － － － － 2

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

－ － － － － △1,968 160 △1,807 △10 △1,818

第３四半期中の変動額合計 － 0 △797 △1 △799 △1,968 160 △1,807 △10 △2,617

平成20年２月29日　残高 13,500 10,823 60,584 △2,096 82,811 1,790 900 2,691 69 85,572

前連結会計年度（平成18年６月１日～平成19年５月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合
計

資本金
資本剰余
金

利益剰余
金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年５月31日　残高 13,500 10,823 62,178 △2,090 84,410 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 － △989 － － － － △989

当期純利益 － － 194 － 194 － － － － 194

自己株式の取得 － － － △4 △4 － － － － △4

自己株式の処分 － △0 － 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）

－ － － － － 950 569 1,519 △1 1,518

連結会計年度中の変動額合計 － △0 △795 △3 △799 950 569 1,519 △1 718

平成19年５月31日　残高 13,500 10,823 61,382 △2,094 83,611 3,759 739 4,499 79 88,189
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成19年５月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年５月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年５月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税金等調整前四半期（当期）
純利益

1,614 763 1,180

減価償却費 1,732 1,624 2,343

負ののれん償却額 △72 △12 △97

貸倒引当金の増減額 △31 27 △173

受取利息及び受取配当金 △412 △466 △480

支払利息 103 128 138

為替差損益 △9 59 △12

減損損失 28 142 362

投資有価証券評価損 ― 489 ―

投資有価証券売却損益 △28 ― △33

売上債権の増減額 2,198 2,063 89

たな卸資産の増減額 △777 △729 △1,301

仕入債務の増減額 △2,121 △731 △942

その他 △860 △460 △379

小計 1,361 2,897 694

利息及び配当金の受取額 427 461 491

利息の支払額 △88 △127 △151

法人税等の支払額 △330 △572 △345

営業活動によるキャッシュ・
フロー

1,370 2,659 689
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前年同四半期

（平成19年５月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年５月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年５月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 △1,105 △2,456 △1,555

定期預金の払戻による収入 730 3,341 1,161

有価証券の取得による支出 △77 △18 △95

有価証券の売却による収入 258 19 355

有形固定資産の取得による
支出

△799 △926 △984

有形固定資産の売却による
収入

443 149 455

無形固定資産の取得による
支出

△446 △144 △498

投資有価証券の取得による
支出

△1,010 △1,199 △1,308

投資有価証券の売却による
収入

56 193 66

子会社株式の取得による支
出

― ― △0

貸付けによる支出 △23 △3 △28

貸付金の回収による収入 8 7 35

その他 938 6 1,101

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△1,029 △1,032 △1,296

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 229 176 98

自己株式の取得による支出 △2 △3 △3

配当金の支払額 △993 △993 △990

その他 20 46 △14

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△746 △774 △910

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

68 △3 84

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △336 848 △1,433

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

6,862 5,428 6,862

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

6,526 6,277 5,428
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(5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前年同四半期（平成19年５月期第３四半期）

 
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 25,370 6,961 540 32,872 ― 32,872

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
249 1 88 339 △339 ―

計 25,619 6,963 629 33,212 △339 32,872

営業費用 20,997 7,425 612 29,035 3,145 32,181

営業利益又は営業損失

（△）
4,621 △462 17 4,176 △3,484 691

当四半期（平成20年５月期第３四半期）

 
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 26,335 7,472 565 34,374 ― 34,374

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
133 1 91 226 △226 ―

計 26,469 7,474 656 34,600 △226 34,374

営業費用 20,625 8,209 667 29,502 3,421 32,923

営業利益又は営業損失

（△）
5,844 △735 △10 5,098 △3,647 1,450

（参考）前期（平成19年５月期）

 
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
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　（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。

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、前年同四半期3,501百万円、当四

半期3,646百万円、前期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．会計方針の変更及び追加情報

　      （前年同四半期）

 　 ──────

　      （当四半期）

　        重要な減価償却資産の減価償却の方法

　        （追加情報）

 　  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　この結果、従来の方法に比べ、当四半期営業費用は、卸売事業が５百万円、小売事業が０百万円、消去又は

全社の項目に含めた配賦不能営業費用が23百万円、それぞれ増加し、営業利益は同額減少しております。

　      （前期）　

          重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　　  （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、この変更による影響額は軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

前年同四半期（平成19年５月期第３四半期）

 
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 20,461 4,676 4,649 3,084 32,872 ― 32,872

(2）セグメント間の内部売上

高
2,730 1,030 590 1,009 5,360 △5,360 ―

計 23,192 5,706 5,240 4,094 38,233 △5,360 32,872

営業費用 18,461 5,813 5,226 3,965 33,467 △1,286 32,181

営業利益又は営業損失（△） 4,730 △107 13 128 4,765 △4,073 691

当四半期（平成20年５月期第３四半期）

 
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 20,903 4,556 5,486 3,428 34,374 ― 34,374

(2）セグメント間の内部売上

高
2,112 1,132 700 1,194 5,139 △5,139 ―

計 23,015 5,688 6,187 4,623 39,514 △5,139 34,374

営業費用 18,457 5,769 5,963 4,463 34,654 △1,730 32,923

営業利益又は営業損失

（△）
4,558 △80 223 159 4,859 △3,408 1,450

（参考）前期（平成19年５月期）

 
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

　（注）１．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、前年同四半期3,501百万円、当四

半期3,646百万円、前期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。
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　      ２．会計方針の変更及び追加情報

　      （前年同四半期）

 　 ──────

　      （当四半期）

　        重要な減価償却資産の減価償却の方法

　        （追加情報）

 　  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。

  この結果、従来の方法に比べ、日本の営業費用が29百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

　      （前期）　

          重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　　  （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、この変更による影響額は軽微であります。
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