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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3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3四半期 3,206 △1.0 50 △52.3 53 △51.5 25 △56.8
22年6月期第3四半期 3,237 4.8 106 ― 109 ― 59 ―

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3四半期 3,388.65 ―
22年6月期第3四半期 7,837.57 ―

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3四半期 1,307 1,076 82.4 141,283.46
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3四半期  1,076百万円 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  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 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3Q 7,620株 22年6月期  7,620株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  ―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3Q 7,620株 22年6月期3Q 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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の回復や設備投資が持ち直しへ動き始めるなど、緩やか

ながらも回復基調への兆しが一部見え始めたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災が、国内経済の回

復力に与える影響は計り知れず、先行きの見通しがたたない厳しい状況となりました。 

このような状況の中、当社グループは主力である仕入販売事業のいちご果実の販売におきまして、販売数量の

拡大に努めてまいりました。また、運送事業におきましては効率的配送業務の遂行に注力してまいりました。 

    この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高941,262千円（前年同四半期比2.7％減少）、営業損失

1,059千円（前年同四半期は営業損失3,338千円）、経常損失687千円（前年同四半期は経常損失2,294千円）、四

半期純損失1,557千円（前年同四半期は四半期純損失780千円）となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,206,107千円（前年同期比1.0%減少）、営業利益50,802千

円（前年同期比52.3％減少）、経常利益53,270千円（前年同期比51.5％減少）、四半期純利益25,821千円（前年

同期比56.8％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3四半期連結会計期間においては、自社品種以

外のいちご（「とちおとめ」など）を、市場から仕入し販売しております。当社の主要取引先である洋菓子メー

カーなどにおいて、消費者の節約志向やデフレの影響を受けて、アイテムの絞込みや製造原価の抑制が行われた

ことから、いちご果実の販売数量が前年同四半期に比べ3.2％減少するなど伸び悩みました。これに加え、東日

本大震災により、当社販売の主力である関東圏３月の売上高は、物流の混乱、乳製品等原材料の調達難などの影

響から対前年同月に比べ25.0%減少することとなりました。 

     この結果、当第3四半期連結会計期間における仕入販売事業の売上高は886,203千円（前年同四半期比1.9%減

少）、営業利益は45,562千円（前年同四半期比11.5%減少）となりました。また、当第3四半期連結累計期間に

おける仕入販売事業の売上高は3,114,863千円（前年同期比0.9%減少）、営業利益は223,308千円（前年同期比

31.1%減少）となりました。 

    ・種苗生産販売事業 

      種苗生産販売事業では、自社いちご品種を中心とした種苗の生産と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、当第３四半期連結会計期間においては春定植用の種苗を販売

しております。 

     自社いちご品種産地におきまして、昨年の異常気象、高温で多湿状態が長期化したことにより、いちご果実の

収穫量が減少したことで栽培を取止める生産者や、建設業界を中心とした異業種から参入し、大規模で生産を行

っていた農業生産法人も同様に、農業生産法人から撤退する動きもありました。また高齢化から栽培規模を縮小

するなどのケースもみられ、自社いちご品種苗の販売本数が減少いたしました。 

     東北地方におきましては、東日本大震災の影響により一部の産地で定植時期が遅れたため、種苗の販売時期に

も遅れが生じております。 

     この結果、自社品種いちご苗の販売本数は前年同四半期に比べ約16万本減少することとなり、当第３四半期連

結会計期間の種苗生産販売事業の売上高は37,866千円（前年同四半期比25.9％減少）、営業利益は13,357千円

（前年同四半期比10.1%減少）となりました。 

     また、当第３四半期連結累計期間の種苗生産販売事業の売上高は51,395千円（前年同期比20.0％減少）、営業

利益は15,778千円（前年同期比11.3%増加）となりました。  

    ・運送事業 

     運送事業は、当社の子会社・株式会社エス・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、他社の貨物も取り扱うことで、共同配送を軸とした配送業務を行っています。 

     当第3四半期連結会計期間は、関東圏を中心に事業展開を行い、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。東日本大震災による、配送車両燃料の調達難や計画停電、道路状況の混

乱等がありましたが、当第３四半期連結会計期間の運送事業の売上高は17,192千円(前年同四半期比29.3%増

加)、営業利益は603千円(前年同四半期比55.6%減少)となりました。 

     また、当第３四半期連結累計期間の運送事業の売上高は、39,848千円（前年同期比29.6％増加）、営業利益は

2,363千円（前年同期は営業損失3,256千円）となりました。  

  

     なお、平成23年６月期第１四半期及び第２四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）及び平成23年６月期第２四半期決算短信（平成23年2月4

日開示）をご参照ください。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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48,946千円減少し、当第３四半期連結会計期間末で784,703千円

となりました。これは売掛金が増加したものの、現金及び預金並びにたな卸資産の減少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13,001千円減少し、当第３四半期連結会計期間末で522,589千円

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33,531千円減少し、当第３四半期連結会計期間末で194,373千円

となりました。これは買掛金及び未払法人税等の減少が主因であります。 

（固定負債） 

固定負債は、前連結会計年度末と比較して4,739千円減少し、当第３四半期連結会計期間末で36,340千円と

なりました。これは資産除去債務及び退職給付引当金の増加があったものの、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23,677千円減少し、1,076,579千円となりました。この結果自己資

本比率は、前連結会計年度末の80.4％から82.4％となっております。 

  

 （２）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、期首と比較して  

105,243千円減少して343,976千円となりました。 

当第３四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３四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4,498千円（前年同四半期は102,633千

円の取得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益51,884千円及び減価償却費25,263千円の

増加があったものの、売上債権の増加42,317千円、法人税等の支払額40,758千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３四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41,587千円（前年同四半期は6,868千円

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28,044千円、敷金及び保証金の差入によ

る支出66,151千円があったものの、敷金及び保証金の回収による収入46,419千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３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は59,158千円（前年同四半期は59,302千

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49,582千円と、長期借入金の返済による

支出9,576千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 

    平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、国内における経済活動が制約される等不透明な状況が続く

ものと予想されます。現時点で、当社グループの業績に与える影響を見極めることが困難なため、平成23年２月

４日付「平成23年６月期第２四半期決算短信」にて公表した、連結業績予想に変更はございません。今後、業績

予想の見直しが必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。   
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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） 

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128千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は2,040千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３四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３四半期連結会計期間末
(平成23年３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 343,976 449,219

売掛金 344,051 302,114

たな卸資産 69,392 76,895

その他 41,059 22,279

貸倒引当金 △13,775 △16,857

流動資産合計 784,703 833,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 164,935 167,244

機械装置及び運搬具（純額） 84,162 78,823

土地 79,291 79,291

その他（純額） 2,796 3,530

有形固定資産合計 331,185 328,890

無形固定資産 4,680 1,715

投資その他の資産   

投資有価証券 150,590 165,690

その他 36,547 39,378

貸倒引当金 △413 △84

投資その他の資産合計 186,723 204,984

固定資産合計 522,589 535,591

資産合計 1,307,293 1,369,242

負債の部   

流動負債   

買掛金 89,250 92,712

1年内返済予定の長期借入金 11,704 12,768

未払法人税等 14,176 30,958

引当金 11,814 －

その他 67,428 91,466

流動負債合計 194,373 227,904

固定負債   

長期借入金 5,312 13,824

退職給付引当金 28,259 27,256

資産除去債務 2,769 －

固定負債合計 36,340 41,080

負債合計 230,713 268,984
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３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 223,234 246,943

株主資本合計 1,076,734 1,100,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △154 △186

評価・換算差額等合計 △154 △186

純資産合計 1,076,579 1,100,257

負債純資産合計 1,307,293 1,369,242
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,237,565 3,206,107

売上原価 2,480,827 2,526,138

売上総利益 756,738 679,969

販売費及び一般管理費 650,187 629,167

営業利益 106,551 50,802

営業外収益   

受取利息 198 166

法人税等還付加算金 978 －

補助金収入 912 －

その他 1,720 2,642

営業外収益合計 3,809 2,809

営業外費用   

支払利息 460 340

その他 － 0

営業外費用合計 460 340

経常利益 109,900 53,270

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,753

固定資産売却益 － 149

過年度消費税等 － 4,261

特別利益合計 － 7,165

特別損失   

固定資産除却損 32 85

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 32 8,551

税金等調整前四半期純利益 109,868 51,884

法人税等 50,145 26,063

少数株主損益調整前四半期純利益 － 25,821

四半期純利益 59,722 25,821
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 967,422 941,262

売上原価 780,995 751,143

売上総利益 186,427 190,119

販売費及び一般管理費 189,766 191,179

営業損失（△） △3,338 △1,059

営業外収益   

受取利息 77 47

差入保証金利息 － 188

補助金収入 912 －

その他 227 288

営業外収益合計 1,216 524

営業外費用   

支払利息 172 152

その他 － 0

営業外費用合計 172 152

経常損失（△） △2,294 △687

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,126 7,135

特別利益合計 3,126 7,135

特別損失   

固定資産除却損 32 1

特別損失合計 32 1

税金等調整前四半期純利益 798 6,446

法人税等 1,578 8,003

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,557

四半期純損失（△） △780 △1,557
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成23年３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 109,868 51,884

減価償却費 26,383 25,263

貸倒引当金の増減額（△は減少） 517 △2,753

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,042 11,814

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,221 1,003

受取利息及び受取配当金 △198 △166

支払利息 460 340

有形固定資産売却損益（△は益） － △149

固定資産除却損 32 85

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） △83,629 △42,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,859 7,502

仕入債務の増減額（△は減少） △1,494 △3,461

その他 12,635 △21,115

小計 69,978 36,394

利息及び配当金の受取額 295 190

利息の支払額 △446 △326

法人税等の支払額 △2,076 △40,758

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 102,633 △4,498

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 △2,600 △28,044

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 18,324 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 △43,861 △66,151

敷金及び保証金の回収による収入 19,451 46,419

その他 △147 △250

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,868 △41,587

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 450,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △450,000 △700,000

長期借入金の返済による支出 △9,576 △9,576

配当金の支払額 △49,726 △49,582

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,302 △59,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,462 △105,243

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 366,342 343,976
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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３四半期連結会計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３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３四半期連結会計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３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３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３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。 

（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  903,021  51,103  13,297  967,422  －  967,422

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  40,676  40,676  △40,676  －

計  903,021  51,103  53,973  1,008,098  △40,676  967,422

営業費用  851,541  36,237  52,613  940,393  30,368  970,761

営業利益又は営業損失（△）  51,480  14,865  1,359  67,705  △71,044  △3,338

  
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  3,142,538  64,276  30,750  3,237,565  －  3,237,565

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  127,880  127,880  △127,880  －

計  3,142,538  64,276  158,631  3,365,446  △127,880  3,237,565

営業費用  2,818,263  50,106  161,887  3,030,257  100,756  3,131,014

営業利益又は営業損失（△）  324,274  14,170  △3,256  335,188  △228,636  106,551

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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〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３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３四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成23年３月31日） 

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

トに配分していない全社費用 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  3,114,863  51,395  39,848  3,206,107  －  3,206,107

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  125,868  125,868  △125,868  －

計  3,114,863  51,395  165,717  3,331,976  △125,868  3,206,107

セグメント利益  223,308  15,778  2,363  241,449  △190,647  50,802

△190,647 2,795

△193,443
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当第３四半期連結会計期間（自平成23年１月１日 至平成23年３月31日） 

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

グメントに配分していない全社費用 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） 

 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  886,203  37,866  17,192  941,262  －  941,262

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  40,056  40,056  △40,056  －

計  886,203  37,866  57,249  981,319  △40,056  941,262

セグメント利益又は損失  45,562  13,357  603  59,523  △60,582  △1,059

△60,582 697

△61,280

（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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