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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年12月31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2四半期 2,264 △0.2 47 △55.5 49 △54.5 27 △54.7
22年6月期第2四半期 2,270 5.3 106 204.7 109 159.5 60 481.0

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2四半期 3,593.03 ―
22年6月期第2四半期 7,939.97 ―

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2四半期 2,093 1,078 51.5 141,488.16
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2四半期  1,078百万円 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 ― 0.00
23年6月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
上記業績予想の詳細につきましては、本日平成23年２月４日付で発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 3,984 3.2 20 △70.4 23 △68.4 10 △77.9 1,330.97



(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】P4「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2Q 7,620株 22年6月期  7,620株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  ―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2Q 7,620株 22年6月期2Q 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２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）におけるわが国経済は、新興国需

要等を背景に持直しに向けた動きがみられたものの、長期化する円高や株価の低迷、厳しい雇用環境、個人消費

の低迷が依然として続く厳しい状況で推移いたしました。 

    このような状況の中、当社グループは、自社いちご品種の販売や、業務用いちご果実の 需要期となりますク

リスマス期の販売に取組んでまいりました。  

    この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高1,518,278千円（前年同四半期比8.2％増加）、営業利

益51,283千円（前年同四半期比48.1％減少）、経常利益52,481千円（前年同四半期比47.7％減少）、四半期純利

益29,414千円（前年同四半期比49.9％減少）となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,264,845千円（前年同期比0.2%減少）、営業利益47,479千

円（前年同期比55.5％減少）、経常利益49,576千円（前年同期比54.5％減少）、四半期純利益27,378千円（前年

同期比54.7％減少）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２四半期連結会計期間は、自社いちご品種

の販売から、促成いちご（とちおとめ・さがほのかなど）の仕入販売へと切替える時期であります。11月中旬

頃までは、自社いちご品種、その後は促成いちごが販売の主体となります。 

      当社は、耐暑性の高い自社いちご品種を産地展開し、猛暑等の影響を軽減させるべく対処してまいりまし

た。しかしながら昨夏（７月から9月）の当社自社いちご品種産地の気象条件は、高温・多湿状態が長期的に継

続することとなり、特にこの時期に降水量が多い状況が継続したことは当社として初めての経験となりまし

た。この影響は当第２四半期連結会計期間の自社いちご品種の出荷にまで及ぶこととなり、当初予定の出荷数

量に比べ30％程減少することとなりました。この自社いちご品種の出荷数量不足分を補うため、当社取引先へ

アメリカ産輸入いちごを販売せざるを得ない状況で推移することとなりました。また、促成いちごも、本年の

気象条件、猛暑等の影響を受け、全国の主力産地を中心にいちご苗の定植が遅れるなどにより、出荷の開始が

例年になく遅れ、促成いちごの販売時期においても、アメリカ産輸入いちごを継続して販売することとなりま

した。これにより当初予定の利益を下回ることとなりました。 

      業務用いちごの 需要期でありますクリスマス期におきましても、促成いちごの出荷数量は、出荷遅れが回

復せず例年にないほどの落込みとなりましたが、いちご市場相場価格は近年になく高騰することになりまし

た。このため売上高は、10月、11月の減少分を補い、ほぼ予定通りとなりました。しかしながら、いちご市場

相場価格の高騰は、仕入価格の上昇となり、これを販売価格に一部反映することができず利益を圧縮すること

となりました。 

      この結果、当第２四半期連結会計期間の仕入販売事業の売上高は1,502,707千円（前年同四半期比7.8％増

加）、営業利益108,954千円（前年同四半期比36.5％減少）となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の仕入販売事業の売上高は2,228,660千円（前年同四半期比0.5％減少）、

営業利益は177,745千円（前年同四半期比34.8％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

定植と春定植の概ね２体系があり、春定植用苗の販売が主体となっております。秋定植用苗の販売は、第１四

半期が中心であるため、当第２四半期連結会計期間の販売は僅かとなっております。 

 当第２四半期連結会計期間の種苗生産販売事業の売上高は2,113千円（前年同四半期比24.4％増加）、営業損

失は307千円（前年同期は営業損失1,747千円）となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の種苗生産販売事業の売上高は13,528千円（前年同期比2.7％増加）、営業

利益は2,420千円（前年同期は営業損失695千円）となりました。  

・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て、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２四半期連結会計期間は、関東圏を中心に事業展開を行い、新たに他社貨物の通年配送業務を受注すると

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13,458千円（前年同四半期比82.7％増加）、営業利益は3,953千円（前年同四半期比333.9％増

加）となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の運送事業の売上高は、22,655千円（前年同期比29.8％増加）、営業利益

は1,760千円（前年同期は営業損失4,615千円）となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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     なお、平成23年６月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成23年６月期第１四

半期決算短信（平成22年11月４日開示）をご参照ください。 

      

（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729,073千円増加し、当第２四半期連結会計期間末で1,562,723

千円となりました。これは現金及び預金が減少したものの、売掛金及びたな卸資産の増加があったことが主

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5,085千円減少し、当第２四半期連結会計期間末で530,506千円

となりました。これは有形固定資産が増加したものの、投資その他の資産の減少が主因であります。 

（流動負債） 

流動負債は、前連結会計年度末と比較して748,931千円増加し、当第２四半期連結会計期間末で976,836千

円となりました。これは買掛金及び短期借入金の増加が主因であります。 

（固定負債） 

固定負債は、前連結会計年度末と比較して2,825千円減少し、当第２四半期連結会計期間末で38,254千円と

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22,117千円減少し、1,078,139千円となりました。この結果自己資

本比率は、前連結会計年度末の80.4％から51.5％となっております。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

  当第２四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  

177,114千円減少して272,105千円となりました。 

当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は190,844千円（前年同四半期は49,577千

円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益45,438千円、減価償却費15,657千円及

び、仕入債務の増加636,759千円があったものの、売上債権の増加867,150千円、法人税等の支払額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２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は32,092千円（前年同四半期は35,107千

円の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出14,297千円、敷金及び保証金の差入に

よる支出63,345千円があったものの、敷金及び保証金の回収による収入39,300千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２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は45,822千円（前年同四半期は54,543千

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48,857千円があったものの、短期借入金

による収入100,000千円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、経営環境及び 近の業績動向を勘案し、予想数値を修正いたしました。な

お、当該予想数値に関する詳細は、平成23年２月４日に開示いたしました、「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。    
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（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 

 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２四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、法人税等に含めて表示しております。 

  

（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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ85千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は1,998千円減少しております。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２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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。 

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 272,105 449,219

売掛金 1,168,884 302,114

たな卸資産 99,454 76,895

その他 43,209 22,279

貸倒引当金 △20,928 △16,857

流動資産合計 1,562,723 833,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 167,953 167,244

機械装置及び運搬具（純額） 87,002 78,823

土地 79,291 79,291

その他（純額） 3,101 3,530

有形固定資産合計 337,348 328,890

無形固定資産 4,847 1,715

投資その他の資産   

投資有価証券 150,594 165,690

その他 38,110 39,378

貸倒引当金 △395 △84

投資その他の資産合計 188,309 204,984

固定資産合計 530,506 535,591

資産合計 2,093,230 1,369,242

負債の部   

流動負債   

買掛金 729,472 92,712

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 12,768 12,768

未払法人税等 20,900 30,958

引当金 3,787 －

その他 109,907 91,466

流動負債合計 976,836 227,904

固定負債   

長期借入金 8,504 13,824

退職給付引当金 26,991 27,256

その他 2,759 －

固定負債合計 38,254 41,080

負債合計 1,015,090 268,984

5

株式会社ホーブ（1382）　平成23年６月期第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 224,792 246,943

株主資本合計 1,078,292 1,100,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △152 △186

評価・換算差額等合計 △152 △186

純資産合計 1,078,139 1,100,257

負債純資産合計 2,093,230 1,369,242
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,270,142 2,264,845

売上原価 1,699,831 1,774,995

売上総利益 570,311 489,849

販売費及び一般管理費 463,547 442,369

営業利益 106,763 47,479

営業外収益   

受取利息 121 119

法人税等還付加算金 986 －

債務未請求益 － 555

その他 1,485 1,610

営業外収益合計 2,592 2,285

営業外費用   

支払利息 287 188

その他 － 0

営業外費用合計 287 188

経常利益 109,069 49,576

特別利益   

固定資産売却益 － 149

過年度消費税等 － 4,261

特別利益合計 － 4,411

特別損失   

固定資産除却損 － 84

投資有価証券売却損 － 6,553

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 － 8,549

税金等調整前四半期純利益 109,069 45,438

法人税等 48,566 18,059

少数株主損益調整前四半期純利益 － 27,378

四半期純利益 60,502 27,378
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,403,311 1,518,278

売上原価 1,080,368 1,245,021

売上総利益 322,942 273,257

販売費及び一般管理費 224,223 221,974

営業利益 98,718 51,283

営業外収益   

受取利息 27 29

法人税等還付加算金 986 －

商品毀損補償受入益 505 －

債務未請求益 － 555

その他 268 702

営業外収益合計 1,788 1,287

営業外費用   

支払利息 138 88

その他 － 0

営業外費用合計 138 88

経常利益 100,368 52,481

特別利益   

固定資産売却益 － 149

特別利益合計 － 149

特別損失   

投資有価証券売却損 － 6,553

特別損失合計 － 6,553

税金等調整前四半期純利益 100,368 46,078

法人税等 41,663 16,663

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29,414

四半期純利益 58,704 29,414
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年12月31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 109,069 45,438

減価償却費 17,903 15,657

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,643 4,381

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,428 3,787

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,109 △265

受取利息及び受取配当金 △121 △119

支払利息 287 188

有形固定資産売却損益（△は益） － △149

固定資産除却損 － 84

投資有価証券売却損益（△は益） － 6,553

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） △650,627 △867,150

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,124 △22,559

仕入債務の増減額（△は減少） 432,107 636,759

その他 34,346 11,636

小計 △83,979 △163,844

利息及び配当金の受取額 241 154

利息の支払額 △241 △176

法人税等の支払額 △480 △26,980

法人税等の還付額 34,882 2

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,577 △190,844

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 △2,200 △14,297

有形固定資産の売却による収入 － 150

無形固定資産の取得による支出 △225 △3,200

投資有価証券の売却による収入 － 8,600

貸付金の回収による収入 2,190 890

敷金及び保証金の差入による支出 △41,751 △63,345

敷金及び保証金の回収による収入 7,026 39,300

その他 △147 △189

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,107 △32,092

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

長期借入金の返済による支出 △5,320 △5,320

配当金の支払額 △49,223 △48,857

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,543 45,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,228 △177,114

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 190,651 272,105

9

株式会社ホーブ（1382）　平成23年６月期第２四半期決算短信



 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年12月31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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年12月31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。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

（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  1,394,247  1,698  7,364  1,403,311  －  1,403,311

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  45,785  45,785  △45,785  －

計  1,394,247  1,698  53,149  1,449,096  △45,785  1,403,311

営業費用  1,222,717  3,446  52,238  1,278,402  26,189  1,304,592

営業利益又は営業損失（△）  171,529  △1,747  911  170,693  △71,974  98,718

  
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  2,239,516  13,173  17,453  2,270,142  －  2,270,142

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  87,204  87,204  △87,204  －

計  2,239,516  13,173  104,657  2,357,347  △87,204  2,270,142

営業費用  1,966,722  13,868  109,273  2,089,864  73,514  2,163,379

営業利益又は営業損失（△）  272,793  △695  △4,615  267,482  △160,718  106,763

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（ペチカプライム苗・ペチカサンタ苗等）、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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前第２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年12月31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。  

  

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２四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△134,446千円には、セグメント間取引消去2,097千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△136,544千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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  （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  2,228,660  13,528  22,655  2,264,845  －  2,264,845

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  85,811  85,811  △85,811  －

計  2,228,660  13,528  108,467  2,350,657  △85,811  2,264,845

セグメント利益  177,745  2,420  1,760  181,926  △134,446  47,479
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当第２四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△61,315千円には、セグメント間取引消去2,093千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△63,409千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利益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  1,502,707  2,113  13,458  1,518,278  －  1,518,278

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  51,593  51,593  △51,593  －

計  1,502,707  2,113  65,051  1,569,872  △51,593  1,518,278

セグメント利益又は損失  108,954  △307  3,953  112,599  △61,315  51,283

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

12

株式会社ホーブ（1382）　平成23年６月期第２四半期決算短信


	25期第２Q短信前文.pdf
	25期第２Ｑ短信本文



