
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

   

 
   

 
   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年10月期第３四半期の業績（平成24年11月１日～平成25年７月31日）

（１）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 ％

25年10月期第３四半期 2,541 5.7 69 70.7 89 80.4 53 128.9
24年10月期第３四半期 2,404 9.5 40 △48.0 49 △46.9 23 △53.9

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

25年10月期第３四半期 42.09 ―
24年10月期第３四半期 18.87 ―

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年10月期第３四半期 2,453 948 38.6
24年10月期 2,405 898 37.4

(参考) 自己資本 25年10月期第３四半期 948百万円 24年10月期 898百万円

２．配当の状況

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

24年10月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年10月期 ― 0.00 ―

25年10月期(予想) 7.00 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年10月期の業績予想（平成24年11月１日～平成25年10月31日）

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 3,785 5.9 186 12.9 200 12.9 120 29.7 94.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

   

 

   

 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年10月期３Ｑ 1,269,900株 24年10月期 1,269,900株

② 期末自己株式数 25年10月期３Ｑ －株 24年10月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期３Ｑ 1,269,900株 24年10月期３Ｑ 1,237,274株

※ 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手続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。



  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… ２ 

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… ２ 

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… ４ 

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… ４ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………… ４ 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………… ４ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… ４ 

３．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………… ５ 

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………… ５ 

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………… ６ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… ７ 

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………… ７ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… ７ 

  

○添付資料の目次

- 1 -

ベルグアース㈱（1383） 平成25年10月期 第３四半期決算短信（非連結）



  

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政権交代に伴う景気対策への期待感から円高の是正や

株価の回復が見られ、本格的な景気回復への期待感が高まってまいりました。 

当社の属する国内農業におきましても、政権交代による期待感はあるものの、具体的な政策について

は検討段階である他、ＴＰＰ参加による影響など依然として先行きは不透明な状況が続いております

が、当社はグローバル化も視野に入れた苗事業の拡大を目指し、野菜苗の生産能力拡大及び営業強化を

引き続き推し進めました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,541,905千円と前年同四半期と比べ137,062千円

(5.7％)の増収となりました。利益面では、前年同四半期と比べ流通事業のセグメント損失が原価率改

善効果等により24,829千円縮小した結果、当第３四半期累計期間の営業利益は69,460千円と前年同四半

期と比べ28,780千円(70.7％)の増益、経常利益は89,045千円と前年同四半期と比べ39,687千円(80.4％)

の増益、四半期純利益は53,445千円と前年同四半期と比べ30,096千円(128.9％)の増益となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

当事業部門におきましては、平成24年３月に開設した茨城農場の期初からの稼働に加え、平成25年

３月には松山農場を新設しました。また、 大の需要期である春の家庭園芸シーズンには委託・提携

農場を前年より５農場増やし、野菜苗の生産能力拡大を積極的に行いました。この結果、当第３四半

期累計期間の売上高は2,308,194千円と前年同四半期と比べ158,271千円(7.4％)の増収となりまし

た。利益面では増収効果等により売上総利益は前年同四半期と比べ39,601千円増加したものの、営業

部門の人件費や野菜苗の配送費などが増加した結果、セグメント利益(営業利益)は286,954千円と前

年同四半期と比べ7,952千円(2.9％)の増益となりました。 

  

品目分類別の売上高は次のとおりであります。 
 

(注)  ピーマン類として、ピーマン・パプリカ・シシトウ・トウガラシをまとめて表示しています。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（野菜苗生産販売事業）

品目分類 売上高 (千円) 前年同四半期比 (％)

トマト苗 794,153 112.0

キュウリ苗 721,793 100.3

ナス苗 303,091 100.9

スイカ苗 205,165 126.3

メロン苗 122,967 122.3

ピーマン類苗 (注) 54,622 87.3

その他苗 106,400 111.2

合 計 2,308,194 107.4
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規格分類別の売上高は次のとおりであります。 

 

(注)  ポット苗は、ポリエチレンのポット(ポリ鉢)で育苗した一般的な苗であり、ポットのサイズが大きくな

ると苗のサイズも大きくなります。セル苗は、小さな穴が連結した容器(セルトレー)で育苗した苗であ

り、穴数が増えると苗のサイズが小さくなります。 

  

納品地域分類別の売上高は次のとおりであります。 
 

  

農業資材部門は、オリジナル培養土や肥料等の販売が拡大し前年同四半期と比べ増収となりまし

た。農産物部門は、販売先及び仕入先との取引条件の見直しや配送費の削減等に注力した結果、前年

同四半期と比べ売上高は減収となりましたが、損益面では改善が図られました。コンビニエンススト

ア部門は、概ね前年同四半期と同等の業績となりました。 

この結果、当事業部門における当第３四半期累計期間の売上高は233,710千円と前年同四半期と比

べ21,208千円(8.3％)の減収、セグメント損失(営業損失)は21,019千円(前年同四半期はセグメント損

失45,848千円)となりました。 

  

規格分類 売上高 (千円) 前年同四半期比 (％)

ポット苗(7.5㎝～15㎝) 1,287,497 105.9

当社オリジナル(アースストレート苗、ヌードメイク
苗、ｅ苗シリーズ、ウイルスガード苗等)

636,504 108.2

セル苗(288穴～72穴) 379,767 112.0

その他苗 4,424 62.3

合 計 2,308,194 107.4

納品地域分類 売上高 (千円) 前年同四半期比 (％)

北海道・東北 367,405 106.9

関東 783,955 112.4

中部・甲信越・北陸 439,202 103.7

近畿・中国・山陰 441,364 105.5

四国 147,067 90.5

九州・沖縄 129,198 123.9

合 計 2,308,194 107.4

（流通事業）

- 3 -

ベルグアース㈱（1383） 平成25年10月期 第３四半期決算短信（非連結）



  

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ48,509千円(2.0％)増加の2,453,844千円と

なりました。これは、受取手形及び売掛金が232,027千円、有形固定資産が16,038千円それぞれ減少し

た一方で、現金及び預金が128,387千円、たな卸資産が175,707千円それぞれ増加したこと等によるもの

であります。 

負債は、前事業年度末と比べ647千円(0.0％)減少の1,505,788千円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が23,848千円、未払金が39,242千円それぞれ増加した一方で、未払法人税等が35,777千円、

賞与引当金が14,861千円、長期借入金が27,849千円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

純資産は、前事業年度末と比べ49,157千円(5.5％)増加の948,056千円となりました。これは、四半期

純利益の計上等により利益剰余金が47,096千円増加したこと等によるものであります。 

  

平成25年10月期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間において概ね計画通り推移してい

ることから、平成24年12月14日に公表した業績予想に変更はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年11月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年10月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 167,045 295,433

受取手形及び売掛金 765,173 533,145

商品及び製品 6,128 6,951

仕掛品 45,448 186,769

原材料及び貯蔵品 71,645 105,208

その他 41,950 48,953

貸倒引当金 △1,646 △1,556

流動資産合計 1,095,746 1,174,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 616,242 610,276

機械及び装置（純額） 118,276 108,027

土地 419,876 419,876

その他（純額） 9,850 10,027

有形固定資産合計 1,164,245 1,148,207

無形固定資産 35,899 34,264

投資その他の資産 109,443 96,467

固定資産合計 1,309,588 1,278,938

資産合計 2,405,335 2,453,844

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 363,666 387,514

短期借入金 250,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 159,880 156,826

未払金 88,727 127,970

未払法人税等 35,777 －

賞与引当金 33,500 18,639

その他 32,346 49,949

流動負債合計 963,898 990,899

固定負債   

長期借入金 515,136 487,287

資産除去債務 25,351 25,720

その他 2,050 1,881

固定負債合計 542,537 514,889

負債合計 1,506,436 1,505,788

純資産の部   

株主資本   

資本金 331,494 331,494

資本剰余金 241,494 241,494

利益剰余金 325,929 373,025

株主資本合計 898,917 946,013

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 2,042

評価・換算差額等合計 △19 2,042

純資産合計 898,898 948,056

負債純資産合計 2,405,335 2,453,844
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 2,404,842 2,541,905

売上原価 1,833,686 1,928,340

売上総利益 571,155 613,564

販売費及び一般管理費 530,474 544,103

営業利益 40,680 69,460

営業外収益   

受取利息 28 25

受取配当金 286 406

受取手数料 11,967 8,266

補助金収入 9,657 9,050

貸倒引当金戻入額 － 1,875

その他 4,250 4,383

営業外収益合計 26,189 24,006

営業外費用   

支払利息 6,007 4,406

株式交付費 1,891 －

上場関連費用 9,614 －

その他 － 15

営業外費用合計 17,512 4,421

経常利益 49,358 89,045

特別利益   

有形固定資産売却益 － 9

受取保険金 660 435

特別利益合計 660 445

特別損失   

有形固定資産除却損 530 10

リース解約損 788 －

特別損失合計 1,318 10

税引前四半期純利益 48,699 89,480

法人税、住民税及び事業税 15,982 26,291

法人税等調整額 9,369 9,743

法人税等合計 25,351 36,035

四半期純利益 23,348 53,445
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期累計期間(自  平成23年11月１日  至  平成24年７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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△192,472千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ
り、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第３四半期累計期間(自  平成24年11月１日  至  平成25年７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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△196,474千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ
り、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期会計期間より、平成24年11月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

なお、この変更による当第３四半期累計期間のセグメント損益に与える影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期損益計算
書計上額 
（注）２野菜苗生産販売

事業
流通事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,149,923 254,918 2,404,842 ― 2,404,842

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,149,923 254,918 2,404,842 ― 2,404,842

セグメント利益又は損失(△) 279,001 △45,848 233,153 △192,472 40,680

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期損益計算
書計上額 
（注）２野菜苗生産販売

事業
流通事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,308,194 233,710 2,541,905 ― 2,541,905

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,308,194 233,710 2,541,905 ― 2,541,905

セグメント利益又は損失(△) 286,954 △21,019 265,935 △196,474 69,460

（５）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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