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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年9月30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 ％

23年6月期第1四半期 746 △13.9 △7 ― △6 ― △2 ―
22年6月期第1四半期 866 8.8 8 ― 8 ― 1 ―

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

23年6月期第1四半期 △267.21 ―
22年6月期第1四半期 235.99 ―

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

23年6月期第1四半期 1,351 1,048 77.6 137,617.92
22年6月期 1,369 1,100 80.4 144,390.72

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  1,048百万円 22年6月期  1,100百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年6月期 ― 0.00 ― 6,500.00 6,500.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
0.00 ― 6,500.00 6,500.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

2,341 3.2 152 42.7 152 39.5 89 48.5 11,790.72

通期 4,056 5.1 126 79.7 125 68.2 74 62.9 9,794.87



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビューは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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） 23年6月期1Q 7,620株 22年6月期  7,620株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  ―株 22年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 7,620株 22年6月期1Q 7,620株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益に一部の改善は見られるものの、深刻な雇用情勢

や、円高の影響等、依然として不透明な状況で推移しました。このような状況の中、当第１四半期連結会計期間

における当社グループは、自社いちご品種、「ペチカプライム」「ペチカサンタ」を中心とし、夏秋期における

業務用国産いちごの販売を中心に事業を展開してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高746,566千円（前年同四半期比13.9％減少）、営業損失

7,125千円（前年同四半期は営業利益8,045千円）、経常損失6,226千円（前年同四半期は経常利益8,701千円）、

四半期純損失2,036千円（前年同四半期は四半期純利益1,798千円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

・仕入販売事業 

 仕入販売事業の主力商品は、業務用いちご果実であります。当第1四半期連結会計期間のいちご果実は、当社

の自社品種（ペチカプライム・ペチカサンタ）を中心に、仕入販売を行っております。当第1四半期連結会計期

間は、全国的に記録的な猛暑となり、これが農作物の生産や、個人消費の動向にも影響を及ぼしました。 

  当社は、近年の天候不順、特に猛暑の影響を軽減することのできる品種（ペチカプライム・ペチカサンタ）

を導入し、猛暑への影響を回避すべく対処してまいりました。 

 しかしながら、当社の主力産地である北海道・東北地方において、特に８月の猛暑以外に、日照不足と高温

多湿の影響で、灰色カビ病（湿度が高い場合に多発する病気）が発生し、産地から出荷できない果実が多発い

たしました。これにより、自社品種の出荷数量が前年同四半期に比べ25％程度減少し、当社販売先へやむを得

ずアメリカ産輸入いちごを販売せざるを得ない状況となりました。一方、青果の販売は、販売先において、

様々な青果を使用したアイテム開発に伴う受注や、営業強化等により、前年同四半期に比べ売上高、売上総利

益とも増加いたしましたが、仕入販売事業におけるいちご果実販売の減少を補うには至りませんでした。 

 この結果、仕入販売事業の売上高は、725,953千円（前年同四半期比14.1％減少）、営業利益は、68,791千円

（前年同四半期比32.1％減少）となりました。 

・種苗生産販売事業 

 種苗生産販売事業は、自社いちご品種を中心に生産販売を行っております。自社いちご品種の栽培方法には

秋に苗を定植し、翌年に果実が生産される秋定植と、春に苗を定植し果実を生産する春定植の概ね２体系があ

ります。その販売は、春定植用苗を中心としております。当第１四半期連結会計期間における当事業の販売

は、秋定植用苗が中心となっております。 

 当第１四半期連結会計期間における種苗生産販売事業の売上高は、苗販売本数が前年並みとなったことか

ら、11,415千円（前年同四半期比0.5％減少）となりました。また、営業利益は、2,728千円（前年同四半期比

159.3％増加）となりました。なお、前年同四半期は従来の品種から新品種への切替時期であり、従来品種の受

注に備え在庫していた苗について評価損を計上しましたが、当第1四半期連結会計期間は新品種の切替が完了し

ております。 

・運送事業 

 運送事業は、当社の子会社エス・ロジスティックスが行っております。当社の商品等を中心とし、他社の貨

物も取扱うことで、共同配送を軸とした配送業務を行っております。 

 当第１四半期連結会計期間は、関東圏を中心に事業展開を行い、他社貨物の配送業務受託にむけた営業を強

化するとともに、自社配送車両並びに協力運送業者を利用しての効率的配送業務を行ってまいりました。 

 この結果、運送事業の売上高は、9,197千円（前年同四半期比8.8％減少）となりましたが、営業損失は、

2,192千円（前年同四半期は営業損失5,527千円）となり、前年同四半期に比べ改善されてきております。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （１）財政状態の状況 

（流動資産） 

流動資産は、前連結会計年度末と比較して28,333千円減少し、当第１四半期連結会計期間末で805,317千円

となりました。これは売掛金の増加はあったものの、現金及び預金、たな卸資産が減少したことが主因であ

ります。 

（固定資産） 

固定資産は、前連結会計年度末と比較して10,612千円増加し、当第１四半期連結会計期間末で546,203千円

となりました。これは有形固定資産及び投資その他の資産が増加したことが主因であります。 

（流動負債） 

流動負債は、前連結会計年度末と比較して34,106千円増加し、当第１四半期連結会計期間末で262,011千円

となりました。これは買掛金及び賞与引当金の増加が主因であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（固定負債） 

固定負債は、前連結会計年度末と比較して219千円減少し、当第１四半期連結会計期間末で40,860千円とな

りました。これは資産除去債務の計上があったものの、長期借入金の返済による減少が主因であります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末と比較して51,608千円減少し、1,048,648千円となりました。この結果自己資

本比率は、前連結会計年度末の80.4％から77.6％となっております。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四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、期首と比較して  

57,535千円減少して391,684千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

  当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は6,132千円（前年同四半期は13,345千円

の取得）となりました。これは主に、減価償却費7,159千円、賞与引当金13,350千円、仕入債務25,528千円の

増加はあったものの、税金等調整前四半期純損失639千円、売上債権39,649千円の増加、法人税等の支払によ

る支出26,980千円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は9,658千円（前年同四半期は7,255千円

の使用）となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入7,359千円があったものの、有形固定資

産の取得3,227千円、敷金及び保証金の差入による支出13,727千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は41,744千円（前年同四半期は37,962千

円の使用）となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出38,552千円、長期借入金の返済による支

出3,192千円があったためであります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成23年６月期の業績予想につきましては、当第１四半期の業績を踏まえ、今後の販売戦略等を検討した結

果、平成22年８月11日に公表いたしました、「平成22年６月期決算短信」より変更はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、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。  

②たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

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、たな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。  

③税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四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する方法によっておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含め表示しております。 

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

   当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

   これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ42千円増加し、税金等調整前四半期純損失は1,955千円増加し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,738千円であります。  

  

（四半期連結損益計算書関係）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 391,684 449,219

売掛金 341,763 302,114

たな卸資産 63,461 76,895

その他 21,967 22,279

貸倒引当金 △13,559 △16,857

流動資産合計 805,317 833,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 165,275 167,244

機械装置及び運搬具（純額） 85,660 78,823

土地 79,291 79,291

その他（純額） 3,406 3,530

有形固定資産合計 333,634 328,890

無形固定資産 1,708 1,715

投資その他の資産   

投資有価証券 165,619 165,690

その他 45,302 39,378

貸倒引当金 △60 △84

投資その他の資産合計 210,860 204,984

固定資産合計 546,203 535,591

資産合計 1,351,520 1,369,242

負債の部   

流動負債   

買掛金 118,240 92,712

1年内返済予定の長期借入金 12,768 12,768

未払法人税等 1,749 30,958

引当金 13,350 －

その他 115,902 91,466

流動負債合計 262,011 227,904

固定負債   

長期借入金 10,632 13,824

退職給付引当金 27,480 27,256

その他 2,748 －

固定負債合計 40,860 41,080

負債合計 302,872 268,984
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 421,250 421,250

資本剰余金 432,250 432,250

利益剰余金 195,377 246,943

株主資本合計 1,048,877 1,100,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △228 △186

評価・換算差額等合計 △228 △186

純資産合計 1,048,648 1,100,257

負債純資産合計 1,351,520 1,369,242
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 866,831 746,566

売上原価 619,462 529,974

売上総利益 247,368 216,592

販売費及び一般管理費 239,323 223,717

営業利益又は営業損失（△） 8,045 △7,125

営業外収益   

受取利息 93 90

差入保証金利息 364 223

時効成立配当金 275 292

その他 71 391

営業外収益合計 804 997

営業外費用   

支払利息 148 99

営業外費用合計 148 99

経常利益又は経常損失（△） 8,701 △6,226

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,321

過年度消費税等 － 4,261

特別利益合計 － 7,583

特別損失   

固定資産除却損 － 84

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,912

特別損失合計 － 1,996

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

8,701 △639

法人税等 6,903 1,396

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,036

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,798 △2,036
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

8,701 △639

減価償却費 9,113 7,159

貸倒引当金の増減額（△は減少） 560 △3,321

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,980 13,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,165 224

受取利息及び受取配当金 △93 △90

支払利息 148 99

有形固定資産除却損 － 84

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,912

売上債権の増減額（△は増加） △95,406 △39,649

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,394 13,433

仕入債務の増減額（△は減少） 71,096 25,528

その他 30,975 2,779

小計 13,845 20,869

利息及び配当金の受取額 128 72

利息の支払額 △147 △93

法人税等の支払額 △480 △26,980

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,345 △6,132

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △500 △3,227

保険積立金の積立による支出 － △63

敷金及び保証金の差入による支出 △9,888 △13,727

敷金及び保証金の回収による収入 3,132 7,359

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,255 △9,658

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △3,192 △3,192

配当金の支払額 △34,770 △38,552

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,962 △41,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,872 △57,535

現金及び現金同等物の期首残高 329,880 449,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 298,007 391,684
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 該当事項はありません。 

  

  

  a.事業の種類別セグメント情報  

  前第1四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業の区分方法 

      事業は、販売（業務）形態を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製商品及び業務 

  

  b.所在地別セグメント情報  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  c.海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  【セグメント情報】  

   １．報告セグメントの概要  

     当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

      当社グループのうち、親会社（提出会社）は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部において取扱う製

品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、連結子会社は、独立した経営単

位であります。 

     従って、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントと、連結子会社におけるセグメン

トから構成されており、「仕入販売事業」、「種苗生産販売事業」及び「運送事業」の３つを報告セグメントとして

おります。  

   「仕入販売事業」は、いちご果実（自社品種いちご果実・その他いちご果実）、いちご果実以外の青果及び農業用生

産・出荷資材の仕入販売を行っております。 

   「種苗生産販売事業」は、自社品種いちご苗やその他の種苗の生産販売を行っております。 

   「運送事業」は、配送業務を行っております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
仕入販売  

事業 
（千円） 

種苗生産
販売事業 
（千円） 

運送事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は  
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  845,268  11,474  10,088  866,831  －  866,831

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  41,419  41,419  △41,419  －

計  845,268  11,474  51,507  908,251  △41,419  866,831

営業費用  744,004  10,422  57,034  811,461  47,324  858,786

営業利益又は営業損失（△）  101,263  1,052  △5,527  96,789  △88,743  8,045

事業区分 主要な製商品及び業務 

仕入販売事業 
 いちご果実（自社品種ペチカプライム、ペチカサンタ等・その他いちご果

実）、青果（ブルーベリー、 バナナ等）、農業用生産・出荷用資材 

種苗生産販売事業 
 自社いちご品種苗（ペチカプライム、ペチカサンタ等）、その他種苗（アルス

トロメリア等） 

運送事業  配送業務 
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   ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

       当第１四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△76,452千円には、セグメント間取引消去４千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△76,457千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

   ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

仕入販売 
種苗生産  

販売 
運送 

売上高             

外部顧客への売上高  725,953  11,415  9,197  746,566  －  746,566

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  34,218  34,218  △34,218  －

計  725,953  11,415  43,415  780,784  △34,218  746,566

セグメント利益又は損失  68,791  2,728  △2,192  69,327  △76,452  △7,125

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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