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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第3四半期 31,176 ― 1,421 ― 738 ― △927 ―

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

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年5月期第3四半期 △18.75 ―

20年5月期第3四半期 3.89 ―

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

21年5月期第3四半期 87,391 76,969 88.0 1,553.74
20年5月期 99,215 84,169 84.8 1,699.24

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  76,892百万円 20年5月期  84,098百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

現時点での期末配当の予想については未定であります。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年5月期 ― 5.00 ―

21年5月期 
（予想）

― ―

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 44,000 △5.9 700 △46.3 △300 ― △1,800 ― △36.37
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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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．期末配当につきましては、現時点では未定とし、実施の可否及び配当金額につきましては今後の状況を見極め、改めて公表させていただきたいと存じ
ます。 
３．業績予想につきましては、発表日現在の見通しに基づくものであり、様々な不確定要素によって実際の業績が予想数値と異なることがあります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第3四半期 50,910,750株 20年5月期  50,910,750株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  1,421,986株 20年5月期  1,420,251株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 49,489,541株 20年5月期第3四半期 49,491,951株
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 当第３四半期連結累計期間（平成20年６月１日～平成21年２月28日）における世界経済は、平成20年９月の「リー

マン・ショック」以降、金融危機の深刻化を主因に、金融から実体経済への悪影響が本格化するなかで、一段と厳し

い情勢に直面しております。世界同時不況による需要の収縮を背景に、わが国経済においても、輸出や生産が急減し

景気は急激な悪化を続けております。 

 種苗業界におきましては、引続き花卉消費は厳しい状況下にあるものの、食品の安全・安心への一層の取り組みが

求められる中にあって、国内農業や国産農産物が見直され輸出の拡大をはかるなど危機を好機にとらえる新たな取組

も芽生えております。 

 このような環境下で、当第３四半期連結累計期間の売上高は、大幅な円高の影響を受けて海外売上高が円換算額で

目減りし、前年同期比31億98百万円（前年同期比9.3％）減の311億76百万円となりました。国内は小売事業が健闘い

たしました。 

 売上総利益は16億60百万円減少いたしましたが、販売費及び一般管理費は、主として人件費の減少により、同比16

億30百万円減の145億81百万円となりました。この結果、営業利益は、同比29百万円減少して14億21百万円となりま

した。 

  経常利益は、為替差損を９億37百万円、投資有価証券運用損を３億70百万円計上したことにより、同比７億５百

万円減の７億38百万円となりました。また特別損失として、投資有価証券評価損等を13億円計上いたしました。以上

により四半期純利益は、同比11億20百万円減の純損失９億27百万円を計上いたしました。 

  

セグメント別の概況 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

①卸売事業 

 野菜種子分野は、国内部門が業績を牽引いたしましたが、円高進行で円ベースでの売上高が目減りしたこともあり

全体では前年同期比減収となりました。花種子分野は、主力商品の低迷が続いております。苗木分野は、欧州が円高

の影響を受けて減収となりました。国内もやや低調です。 

 この結果、売上高は前年同期比34億85百万円（同13.2％）減の228億50百万円となりましたが、営業費用の減少に

より、営業利益は同比２億85百万円（同4.9％）減の55億58百万円と減収減益になりました。 

②小売事業 

 ホームガーデン分野は、野菜種子及び園芸資材を中心に好調に推移した結果、前年同期比売上増となりました。通

信販売分野は、野菜が堅調に推移したものの、苗木と資材が低調で、減収となりました。ガーデンセンターは、概ね

堅調に推移しました。 

 この結果、売上高は前年同期比５億69百万円（同7.6％）増の80億42百万円と増収となり、営業損益は同比２億56

百万円改善したものの、引続き４億78百万円の損失を計上しました。 

③その他事業 

 造園分野は、民間工事の落込、公共工事の削減の影響を受けております。この結果、売上高は前年同期比２億82百

万円（同49.9％）減の２億83百万円と減収となり、営業費用は減少したものの、営業損益は同比85百万円減の95百万

円の損失を計上いたしました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

①日本 

 野菜種子や園芸資材を中心に小売の売上が伸びました。一方卸売の売上は、野菜種子が好調に推移しましたが、花

種子や球根が低調、苗木・園芸資材が伸び悩みました。  

 この結果、売上高は前年同期比２億21百万円（同1.1％）増の211億24百万円、営業利益は同比53百万円（同

1.2％）減の45億４百万円と増収減益になりました。 

②北米 

 現地通貨ベースでの売上は、前年同期比微減でしたが、円ベースでは目減りしました。 

 この結果、売上高は前年同期比11億40百万円（同25.0％）減の34億16百万円と減収、営業損益は同比２億18百万円

減少し２億99百万円の損失を計上しました。 

③欧州 

 野菜種子は、現地通貨ベースでの売上は前年同期比増収でしたが、円ベースでは目減りしました。スイカ、キャベ

ツ、メロンなどが好調に推移しました。花種子は、主力商品が低迷しております。 

 この結果、売上高は前年同期比10億91百万円（同19.9％）減の43億94百万円、営業利益は同比１億９百万円（同

49.2％）増の３億33百万円と減収増益になりました。 

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 
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④その他地域 

 現地通貨ベースでの売上高は、南米は前年同期並、韓国は増収でしたが、円ベースでは大きく目減りしました。 

 この結果、売上高は前年同期比11億88百万円（同34.7％）減の22億40百万円と減収、営業利益は同比１億14百万円

減の44百万円となりました。 

  

連結財政状況 

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ118億23百万円減少し873億91百万円と

なりました。これは主に受取手形及び売掛金が28億59百万円、投資有価証券が81億61百万円減少したこと等によるも

のです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ46億23百万円減少し104億22百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金が11億32百万円、短期借入金が６億50百万円、その他流動負債が24億17百万円減少したこと等によるも

のです。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ72億円減少し769億69百万円となりました。これは主に利益剰余金

が16億21百万円、為替換算調整勘定が32億47百万円、その他有価証券評価差額金が23億34百万円減少したこと等によ

るものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の84.8％から88.0％となりました。 

  

連結キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、51億64百万円となりまし

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４億15百万円となりました。これは主に、売上債権の減少による資金の増加20億70

百万円、たな卸資産の増加による支出11億73百万円、未払金の減少による資金の増加24億69百万円等であります。 

（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８億38百万円となりました。これは主に、定期預金の純増による支出20億20百万

円、有形固定資産の取得による支出７億50百万円、投資有価証券の償還による収入25億円等であります。 

（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９億97百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減２億27百万円、配当金

の支払額７億45百万円等であります。  

  

  平成20年12月29日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

   

１．簡便的な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 減価償却の方法として定率法を採用している場合に、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
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２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 当社及び主たる国内連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。 

  なお、当社及び主たる国内連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しており

ます。 

  

  

（３）四半期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 

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、第１四半期連結会計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日）から、「財務諸表等の用 

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第

７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２.重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準については、従来、原価法によっておりましたが、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用さ 

れたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ５百万円減少し、税金等調整前

四半期純損失は、252百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

３.「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は１百万円、経常利益は７百万円増加し、税金等調整前四 

半期純損失は、７百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

  

４．リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13 号（平成５年６月17日（企業会計審議会 

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16 号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20 

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,731 13,846

受取手形及び売掛金 10,164 13,023

有価証券 605 6

商品及び製品 15,765 16,042

仕掛品 652 987

原材料及び貯蔵品 1,837 2,035

未成工事支出金 104 21

繰延税金資産 965 531

その他 1,995 2,224

貸倒引当金 △201 △202

流動資産合計 45,620 48,517

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,651 26,539

減価償却累計額 △14,608 △14,484

建物及び構築物（純額） 11,042 12,054

機械装置及び運搬具 7,974 8,604

減価償却累計額 △6,516 △6,797

機械装置及び運搬具（純額） 1,457 1,806

土地 14,296 14,506

建設仮勘定 391 300

その他 2,200 2,071

減価償却累計額 △1,733 △1,692

その他（純額） 466 379

有形固定資産合計 27,654 29,046

無形固定資産   

その他 1,614 1,523

投資その他の資産   

投資有価証券 10,594 18,756

長期貸付金 6 8

繰延税金資産 683 137

長期預金 300 300

その他 1,396 1,360

貸倒引当金 △479 △435

投資その他の資産合計 12,502 20,127

固定資産合計 41,771 50,697

資産合計 87,391 99,215
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,162 3,294

短期借入金 2,187 2,837

未払法人税等 251 188

繰延税金負債 0 24

その他 3,424 5,842

流動負債合計 8,026 12,188

固定負債   

長期借入金 37 39

退職給付引当金 1,357 1,423

役員退職慰労引当金 222 216

繰延税金負債 160 628

負ののれん 13 26

その他 605 523

固定負債合計 2,396 2,857

負債合計 10,422 15,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,500 13,500

資本剰余金 10,823 10,823

利益剰余金 59,065 60,687

自己株式 △2,099 △2,097

株主資本合計 81,289 82,913

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95 2,429

為替換算調整勘定 △4,491 △1,244

評価・換算差額等合計 △4,396 1,184

少数株主持分 76 71

純資産合計 76,969 84,169

負債純資産合計 87,391 99,215
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 31,176

売上原価 15,173

売上総利益 16,002

販売費及び一般管理費 14,581

営業利益 1,421

営業外収益  

受取利息 206

受取配当金 275

受取賃貸料 169

負ののれん償却額 13

その他 144

営業外収益合計 810

営業外費用  

支払利息 72

為替差損 937

投資有価証券運用損 370

その他 112

営業外費用合計 1,493

経常利益 738

特別利益  

固定資産売却益 47

その他 23

特別利益合計 70

特別損失  

減損損失 22

投資有価証券評価損 917

補償費 36

たな卸資産評価損 246

その他 76

特別損失合計 1,300

税金等調整前四半期純損失（△） △491

法人税、住民税及び事業税 337

法人税等調整額 92

法人税等合計 429

少数株主利益 6

四半期純損失（△） △927
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △491

減価償却費 1,421

負ののれん償却額 △13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 69

受取利息及び受取配当金 △482

支払利息 72

為替差損益（△は益） 391

減損損失 22

投資有価証券評価損益（△は益） 917

投資有価証券運用損益（△は益） 370

売上債権の増減額（△は増加） 2,070

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,173

仕入債務の増減額（△は減少） △430

未払金の増減額（△は減少） △2,469

その他 △99

小計 176

利息及び配当金の受取額 476

利息の支払額 △91

法人税等の還付額 55

法人税等の支払額 △202

営業活動によるキャッシュ・フロー 415

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 △4,471

定期預金の払戻による収入 2,451

有形固定資産の取得による支出 △750

有形固定資産の売却による収入 50

無形固定資産の取得による支出 △393

投資有価証券の取得による支出 △268

投資有価証券の償還による収入 2,500

その他 44

投資活動によるキャッシュ・フロー △838

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（△は減少） △227

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △745

その他 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △997

現金及び現金同等物に係る換算差額 △482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,903

現金及び現金同等物の期首残高 7,067

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,164
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

 （注）１.事業区分の方法及び各事業の内容 

     当社グループ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、これらの事業区分の内容は次のとおりであります。 

  

    ２.会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

[定性的情報・財務諸表等]４．(3)２に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における営業利益が、卸売事業で

４百万円減少し、営業損失が小売事業で１百万円増加しております。 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

[定性的情報・財務諸表等]４．(3)３に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作

成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、当第３四半期連結累計期間におけ

る卸売事業の営業利益が１百万円増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
卸売事業 小売事業 その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 売上高             

 (１）外部顧客に対する売上高  22,850  8,042  283  31,176        －  31,176

 （2）セグメント間の内部売上高又は振替高  143  1  113  258  △258        － 

計  22,994  8,043  396  31,434  △258  31,176

営業利益又は営業損失（△）  5,558  △478  △95  4,984  △3,562  1,421

 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 
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（リース取引に関する会計基準の適用） 

 [定性的情報・財務諸表等]４．(3)４に記載の通り、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、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したが、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13 号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16 号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによ

るセグメント情報に与える影響はありません。  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

（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.会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

[定性的情報・財務諸表等]４．(3)２に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における営業利益が、日本で５百

万円減少しております。 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

[定性的情報・財務諸表等]４．(3)３に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作

成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業

利益が欧州で１百万円増加し、その他地域で０百万円減少しております。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本  北米 欧州 

その他 

地域 
計 

消去又は 

全社 
連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 売上高               

 (１）外部顧客に対する売上高  21,124  3,416  4,394  2,240  31,176         －  31,176

 （2）セグメント間の内部売上高又は振替高  1,796  1,315  421  994  4,527  △4,527          － 

計  22,920  4,732  4,816  3,234  35,704  △4,527  31,176

営業利益又は営業損失（△）  4,504  △299  333  44  4,582  △3,161  1,421
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（リース取引に関する会計基準の適用） 

 [定性的情報・財務諸表等]４．(3)４に記載の通り、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、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したが、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13 号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16 号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによ

るセグメント情報に与える影響はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

（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、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．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。 

  

〔海外売上高〕 

   北米  欧州  その他地域  計 

 Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,471  4,388  3,497  11,358

 Ⅱ 連結売上高（百万円）     － －  －   31,176

 Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 11.1％ 14.1％  11.2％  36.4％ 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  34,374

Ⅱ 売上原価  16,711

売上総利益  17,662

Ⅲ 販売費及び一般管理費  16,211

営業利益  1,450

Ⅳ 営業外収益  721

 受取利息  195

  受取配当金  271

  受取賃貸料  181

  負ののれん償却額  12

  その他  60

Ⅴ 営業外費用  728

  支払利息  128

  為替差損  389

  その他  210

経常利益  1,443

Ⅵ 特別利益  49

  固定資産売却益  7

  その他  41

Ⅶ 特別損失  729

  減損損失  142

  投資有価証券評価損  489

  その他  97

税金等調整前四半期純利益  763

税金費用  580

少数株主損益  △9

四半期純利益  192
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 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純利益  763

 減価償却費  1,624

 負ののれん償却額 △12

 貸倒引当金の増減額  27

 受取利息及び受取配当金 △466

 支払利息  128

 為替差損益  59

 減損損失  142

 投資有価証券評価損  489

 売上債権の増減額  2,063

 たな卸資産の増減額 △729

 仕入債務の増減額 △731

 その他 △460

小計   2,897

 利息及び配当金の受取額  461

 利息の支払額 △127

 法人税等の支払額 △572

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,659

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 △2,456

 定期預金の払戻による収入  3,341

 有価証券の取得による支出 △18

 有価証券の売却による収入  19

 有形固定資産の取得による支出 △926

 有形固定資産の売却による収入  149

 無形固定資産の取得による支出 △144

 投資有価証券の取得による支出 △1,199

 投資有価証券の売却による収入  193

 貸付けによる支出 △3

 貸付金の回収による収入  7

 その他  6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,032
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前年同四半期

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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  176

 自己株式の取得による支出 △3

 配当金の支払額 △993

 その他  46

財務活動によるキャッシュ・フロー △774

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  848

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,428

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  6,277
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

 （注）１.事業区分の方法及び各事業の内容 

     当社グループ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、これらの事業区分の内容は次のとおりであります。 

  

   

２.会計方針の変更及び追加情報 

（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、営業利益は、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、それぞれ減少しております。  

  

  
卸売事業 小売事業 その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 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

営業利益又は営業損失（△）  5,844  △735  △10  5,098  △3,647  1,450

 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 
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 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

（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.会計方針の変更及び追加情報 

（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、日本の営業利益が29百万円減少しております。  

   

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本  北米 欧州 

その他 

地域 
計 

消去又は 

全社 
連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 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又は振替高  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

営業利益又は営業損失（△）  4,558  △80  223  159  4,859  △3,408  1,450
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