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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23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 ％

24年6月期第2四半期 2,126 △6.1 35 △26.1 37 △24.5 18 △32.5
23年6月期第2四半期 2,264 △0.2 47 △55.5 49 △54.5 27 △54.7

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 18百万円 （△33.0％） 23年6月期第2四半期 27百万円 （―％）

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

24年6月期第2四半期 2,423.72 ―
23年6月期第2四半期 3,593.03 ―

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

24年6月期第2四半期 1,859 1,028 55.3 135,012.66
23年6月期 1,278 1,059 82.9 139,103.74
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  1,028百万円 23年6月期  1,059百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年6月期 ― 0.00 ― 6,500.00 6,500.00
24年6月期 ― 0.00
24年6月期（予想） ― 2,500.00 2,500.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
上記業績予想の詳細につきましては、本日平成24年２月３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 3,750 △1.5 11 △18.6 16 △30.6 9 △1.5 1,194.77



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料4ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期2Q 7,620 株 23年6月期 7,620 株
② 期末自己株式数 24年6月期2Q ― 株 23年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 7,620 株 23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におけるわが国経済は、東日本大震災により落ち込んだ生産活動に穏やかな回復傾向

は見受けられたものの、欧州諸国を発端とする財政問題や急激な円高の進行、伸び悩む個人消費等、依然として先

行き不透明な状況が続いております。 

     このような状況の中、当社グループは仕入販売事業の主力商品でありますいちご果実におきまして自社品種２品

種を中心とした販売やいちご果実の 需要期でありますクリスマス期の販売に取組んでまいりました。 

     また、連結子会社であります株式会社エス・ロジスティックスにおきましては、業務全般の改善に取組んでまい

りました。 

     この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,126,117千円（前年同期比6.1％減少）、営業利益

35,099千円（前年同期比26.1％減少）、経常利益37,450千円（前年同期比24.5％減少）、四半期純利益18,468千円

（前年同期比32.5％減少）となりました。 

  

  セグメント別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２四半期連結累計期間におけるいちご果実の販売は、11月中旬頃までは、当社の自社いちご品種、及

びアメリカ産輸入いちごの販売を行い、その後は促成いちご（とちおとめ、さがほのかなど）が販売の主体

となります。 

             当期間中の自社いちご品種の生産状況は、昨年発生した灰色カビ病を抑制したことで、概ね安定して推移

いたしました。また、アメリカ産輸入いちごの仕入体制を新たに構築し、自社いちご品種と併せて、積極的

な営業展開及び販売を行ってまいりました。 

             しかしながら、洋菓子の主原材料（小麦粉、乳製品など）の高騰や、個人消費の低迷から、大手洋菓子メ

ーカーを中心に、アイテムの絞込み、仕様（サイズ・数量）の変更によるいちご果実使用数量の削減の動き

が拡大し、いちご果実の販売パック数は伸び悩むこととなりました。 

            当期間における促成いちご果実の出荷状況は、昨年のような定植遅れ等がなく、順調に推移し、11月からの

出荷量は、気象条件が高温と重なったことで、過去に例がない程の出荷量のピークを迎えることとなりまし

た。 

            しかしながら、12月に入ってからの出荷量は、ピークを超え徐々に減少しているなか、一転して全国的に冷

え込む気象条件となり、 需要期であるクリスマス期に向け、さらに減少傾向をたどることになりました。こ

れに伴い、いちご市場相場価格は、例年であれば12月10日前後には一旦低下いたしますが、当期においては高

値のままで推移することとなりました。 

            当社は、この状況と東日本大震災によって壊滅的となった宮城県産いちごの影響を考慮し、クリスマス期の

いちご果実の供給に向け、関東圏中心の仕入から、仕入産地を分散し、特に九州地方の産地から集め、いちご

果実数量の確保といちご市場相場価格の高騰を抑制いたしました。 

            しかしながら、クリスマス期を含んだ12月のいちご果実販売パック数は、洋菓子メーカー等の仕様（サイ

ズ・数量）の変更等により、当初予定より10％程減少することとなりました。 

            さらに、クリスマス期前後からの全国的な寒波の影響による急激な気温の低下は、当社が想定した範囲をこ

えたものとなり、促成いちご果実の出荷数量は急激に減少し、クリスマス期以降から年末までのいちご市場相

場価格は、例年にないほどの高値で推移することとなりました。当社は、クリスマス期以降のいちご市場相場

価格が例年並みとなることを考慮し、一部販売先との間で、販売価格を取決めていたことから、いちご市場相

場価格の高騰に伴う仕入価格上昇分を、販売価格で吸収できず利益を圧縮することとなりました。 

            一方、青果の販売につきましては、大手コンビニエンスストアのデザートアイテム向け商材の販売が好調に

推移したことにより、売上高は前年同期に比べ15％程増加いたしましたが、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、当第２四半期連結累計期間の仕入販売事業の売上高は、2,086,281千円（前年同期比6.4％減

少）、営業利益は、149,753千円（前年同期比15.7％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種苗の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

体系の作型があります。その販売は、春定植用苗を中心としており、当第２四半期連結累計期間において

は、秋定植用苗の販売を行っております。当期間においては、青森県で秋定植から春定植へと作型を変更す

る生産者があり、苗販売本数が前年同期に比べ約２万本減少いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における種苗生産販売事業の売上高は、11,385千円（前年同期比

１．当四半期決算に関する定性的情報
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15.8％減少）、営業利益は2,057千円（前年同期比15.0％減少）となりました。 

・運送事業 

 運送事業は、株式会社エス・ロジスティックスが行っております。関東圏を中心とした事業展開で、当社

の商品配送を行いつつ、他社からの配送業務を積極的に受託してまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における運送事業の売上高は、28,450千円（前年同期比25.6％増加）

となりました。営業利益は、今後の事業展開を見据えドライバー人員を増加させたため、1,452千円（前年同

期比17.5％減少）となりました。 

   

  

（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588,626千円増加し、当第２四半期連結会計期間末で1,355,776

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7,758千円減少し、当第２四半期連結会計期間末で503,324千円

となりました。これは有形固定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611,053千円増加し、当第２四半期連結会計期間末で795,142千

円となりました。これは買掛金及び未払法人税等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988千円増加し、当第２四半期連結会計期間末で35,162千円とな

りました。これは長期借入金が減少したものの、退職給付引当金の増加が主因であります。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して31,174千円減少し、当第２四半期連結会計期間末で1,028,796千円

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82.9％から55.3％になっております。 

  

 （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、前連結会計年度末

と比較して210,389千円減少して190,546千円となりました。 

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132,641千円（前年同期は190,844千円の

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38,111千円、仕入債務の増加576,473千円、法人

税等の還付10,572千円があったものの、売上債権755,322千円の増加、たな卸資産29,987千円の増加によるもの

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23,220千円（前年同期は32,092千円の

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27,573千円があったものの、敷金及び保

証金の差入による支出50,027千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使用した資金は54,528千円（前年同期は45,822千円の

取得）となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出49,208千円及び長期借入金の返済による支出

5,320千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 

 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24年２月３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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 （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率を乗じて計算する方法によっておりま

す。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 400,936 190,546

売掛金 295,427 1,050,749

たな卸資産 61,932 91,920

未収還付法人税等 5,653 －

その他 18,486 37,786

貸倒引当金 △15,286 △15,226

流動資産合計 767,149 1,355,776

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 158,018 152,810

機械装置及び運搬具（純額） 77,943 75,135

土地 79,291 79,291

その他（純額） 2,491 2,033

有形固定資産合計 317,745 309,270

無形固定資産 4,513 4,178

投資その他の資産   

投資有価証券 150,532 150,343

その他 38,715 39,550

貸倒引当金 △423 △18

投資その他の資産合計 188,824 189,875

固定資産合計 511,083 503,324

資産合計 1,278,233 1,859,100

負債の部   

流動負債   

買掛金 89,224 665,697

1年内返済予定の長期借入金 11,704 8,504

未払法人税等 385 21,190

その他 82,775 99,749

流動負債合計 184,088 795,142

固定負債   

長期借入金 2,120 －

退職給付引当金 29,274 32,361

資産除去債務 2,779 2,801

固定負債合計 34,173 35,162

負債合計 218,262 830,304
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 206,659 175,598

株主資本合計 1,060,159 1,029,098

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △189 △301

その他の包括利益累計額合計 △189 △301

純資産合計 1,059,970 1,028,796

負債純資産合計 1,278,233 1,859,100
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年７月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,264,845 2,126,117

売上原価 1,774,995 1,668,268

売上総利益 489,849 457,848

販売費及び一般管理費 442,369 422,749

営業利益 47,479 35,099

営業外収益   

受取利息 119 40

債務未請求益 555 1,167

その他 1,610 1,238

営業外収益合計 2,285 2,446

営業外費用   

支払利息 188 86

その他 0 8

営業外費用合計 188 94

経常利益 49,576 37,450

特別利益   

固定資産売却益 149 679

過年度消費税等 4,261 －

特別利益合計 4,411 679

特別損失   

固定資産除却損 84 18

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 18

税金等調整前四半期純利益 45,438 38,111

法人税等 18,059 19,643

少数株主損益調整前四半期純利益 27,378 18,468

四半期純利益 27,378 18,468
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 27,378 18,468

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 33 △112

その他の包括利益合計 33 △112

四半期包括利益 27,412 18,356

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 27,412 18,356

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年７月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23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 45,438 38,111

減価償却費 15,657 14,172

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,381 △464

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,787 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △265 3,087

受取利息及び受取配当金 △119 △40

支払利息 188 86

有形固定資産売却損益（△は益） △149 △679

固定資産除却損 84 18

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） △867,150 △755,322

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,559 △29,987

仕入債務の増減額（△は減少） 636,759 576,473

その他 11,636 15,484

小計 △163,844 △139,060

利息及び配当金の受取額 154 64

利息の支払額 △176 △69

法人税等の支払額 △26,980 △4,148

法人税等の還付額 2 10,572

営業活動によるキャッシュ・フロー △190,844 △132,641

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 △14,297 △1,350

有形固定資産の売却による収入 150 680

無形固定資産の取得による支出 △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 890 182

敷金及び保証金の差入による支出 △63,345 △50,027

敷金及び保証金の回収による収入 39,300 27,573

その他 △189 △279

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,092 △23,220

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 －

短期借入金の返済による支出 － －

長期借入金の返済による支出 △5,320 △5,320

配当金の支払額 △48,857 △49,208

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,822 △54,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △177,114 △210,389

現金及び現金同等物の期首残高 449,219 400,936

現金及び現金同等物の四半期末残高 272,105 190,546
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 該当事項はありません。   

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

１．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  

（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。 
  

２．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。 
  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年12月31日） 

１．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  

（注）１．セグメント利益の調整額△118,163千円には、セグメント間取引消去2,820千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△120,984千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。 
  

２．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。  
  

 該当事項はありません。   

  

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）セグメント情報等

  （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

  （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  2,086,281  11,385  28,450  2,126,117  －  2,126,117

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  84,361  84,361  △84,361  －

計  2,086,281  11,385  112,811  2,210,478  △84,361  2,126,117

セグメント利益  149,753  2,057  1,452  153,263  △118,163  35,099

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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