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1.  平成25年5月期第1四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24年8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 ％

25年5月期第1四半期 13,368 10.0 212 △19.4 227 △18.1 106 △28.6
24年5月期第1四半期 12,156 △3.6 263 △10.5 277 △7.2 149 △10.6

（注）包括利益 25年5月期第1四半期 139百万円 （△4.2％） 24年5月期第1四半期 146百万円 （9.0％）

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

25年5月期第1四半期 9.11 ―
24年5月期第1四半期 12.86 ―

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

25年5月期第1四半期 33,829 12,309 36.4 1,047.74
24年5月期 37,233 12,315 33.1 1,048.28
（参考） 自己資本   25年5月期第1四半期  12,309百万円 24年5月期  12,315百万円

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

24年5月期 ― 9.00 ― 12.00 21.00
25年5月期 ―
25年5月期（予想） 9.00 ― 12.00 21.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 53,500 4.1 1,700 11.1 1,750 8.6 1,000 15.7 85.12



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）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」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
するレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社ベルデ九州

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期1Q 11,772,626 株 24年5月期 11,772,626 株
② 期末自己株式数 25年5月期1Q 24,046 株 24年5月期 23,925 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期1Q 11,748,610 株 24年5月期1Q 11,660,674 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の高止まり、長引く円高、欧州の政府債務危機を背

景とした海外景気の減速等マイナス要因が多く、震災復興に伴う特需などのプラス要因により、景気は緩やかに回

復しつつあるとの分析があるものの、それを実感できない状況が続いております。 

また、国内農業の状況は、一部作物から放射性物質が検出されたことやそれに伴う風評被害、タバコの廃作奨

励、加えて水害等の自然災害など、農家経営を圧迫する要因が多発する厳しい環境にあります。 

こうしたなか、当社グループの業績は、売上高133億68百万円で前年同四半期比12億12百万円（10.0％）増とな

りましたが、利益面では営業利益２億12百万円で前年同四半期比51百万円（19.4％）減、経常利益２億27百万円で

前年同四半期比50百万円（18.1％）減、四半期純利益１億６百万円で前年同四半期比42百万円（28.6％）減となり

ました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

種苗事業 

種苗事業においては、タマネギ種子が天候不順などにより生産が不調となったことから販売数量が確保できず売

上減となったものの、永年性牧草地の更新需要に伴い牧草種子の売上が増加したことにより、売上高17億２百万円

で前年同四半期比8.6％の増収となりました。 

  

花き事業 

花き事業においては、営利栽培農家向けトルコギキョウ種子やスターチスシヌアータ種苗が売上増となったもの

の、家庭園芸資材の販売が不振だったことにより、売上高19億97百万円で前年同四半期比4.5％の減収となりまし

た。 

  

農材事業 

主要取扱商品の農薬は、青果安による農家の防除意欲の低下や病害虫の発生が少なかったことなどにより需要が

低迷する厳しい状況となりましたが、前期まで連結子会社であった株式会社ベルデ九州を吸収合併したことに伴

い、未連結であった同社の平成24年4月～５月の業績数字を今期連結したことなどにより、売上高66億85百万円で

前年同四半期比12.1％の増収となりました。 

  

施設材事業 

施設材事業は、養液栽培システムの完工が当四半期は少なかったものの、農材事業同様、株式会社ベルデ九州を

吸収合併した上乗せ分が増収要因となったことに加え、生産拡大に積極的な農家の需要に機動的に対応することで

温室部材等の販売が伸長したことなどにより、売上高28億82百万円で前年同四半期比15.5%の増収となりました。 

  

造園事業 

売上高１億１百万円で前年同四半期比194.6％の大幅増収となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における「資産の部」の残高は、338億29百万円となり、前連結会計年度末と比較

して34億４百万円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

また「負債の部」の残高は、215億19百万円となり、前連結会計年度末と比較して33億97百万円減少いたしまし

た。これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

「純資産の部」の残高は、123億９百万円で前連結会計年度末と比較して微減となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年７月12日の平成24年５月期決算短信で公表いたしました連結業績予想に、変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  当社は連結子会社でありました株式会社ベルデ九州を平成24年６月1日付で吸収合併したため、当第１四半期連

結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

   

（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しております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後

に取得した有形固定資産について、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。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,247,543 3,487,317

受取手形及び売掛金 20,635,198 16,386,821

商品 5,209,188 4,476,187

その他 1,560,778 1,874,247

貸倒引当金 △65,547 △57,094

流動資産合計 29,587,161 26,167,480

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,144,432 4,144,432

その他（純額） 1,817,845 1,807,569

有形固定資産合計 5,962,278 5,952,001

無形固定資産 113,914 108,248

投資その他の資産   

その他 1,587,343 1,618,444

貸倒引当金 △16,915 △16,697

投資その他の資産合計 1,570,428 1,601,747

固定資産合計 7,646,621 7,661,997

資産合計 37,233,782 33,829,478

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,827,378 14,209,310

短期借入金 2,085,000 4,935,000

未払法人税等 311,008 114,777

その他 1,336,667 911,848

流動負債合計 23,560,055 20,170,935

固定負債   

退職給付引当金 1,053,139 1,044,059

役員退職慰労引当金 208,880 212,480

その他 95,809 92,503

固定負債合計 1,357,828 1,349,043

負債合計 24,917,883 21,519,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,491,267 1,491,267

資本剰余金 1,765,206 1,765,206

利益剰余金 9,054,201 9,014,616

自己株式 △14,116 △14,194

株主資本合計 12,296,559 12,256,895

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,339 52,603

その他の包括利益累計額合計 19,339 52,603

純資産合計 12,315,898 12,309,499

負債純資産合計 37,233,782 33,829,478
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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23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 12,156,490 13,368,932

売上原価 10,247,651 11,390,775

売上総利益 1,908,839 1,978,157

販売費及び一般管理費 1,645,300 1,765,657

営業利益 263,539 212,499

営業外収益   

受取配当金 10,595 10,229

受取家賃 13,475 14,966

その他 4,132 2,897

営業外収益合計 28,203 28,094

営業外費用   

支払利息 11,953 11,740

投資事業組合運用損 1,113 －

為替差損 1,477 1,324

その他 5 495

営業外費用合計 14,550 13,560

経常利益 277,191 227,033

特別利益   

投資有価証券売却益 453 －

特別利益合計 453 －

特別損失   

投資有価証券売却損 2,256 1,377

投資有価証券評価損 4,345 －

固定資産処分損 70 801

特別損失合計 6,671 2,178

税金等調整前四半期純利益 270,973 224,854

法人税等 113,394 117,858

少数株主損益調整前四半期純利益 157,579 106,995

少数株主利益 7,654 －

四半期純利益 149,924 106,995
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 157,579 106,995

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,395 32,987

その他の包括利益合計 △11,395 32,987

四半期包括利益 146,184 139,983

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 138,474 139,983

少数株主に係る四半期包括利益 7,709 －
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年６月１日 至平成23年８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  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

 内容（差異調整に関する事項） 

    （注）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であります。 

  

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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年６月１日 至平成24年８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  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

 内容（差異調整に関する事項） 

    （注）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であります。 

  

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。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

                    （単位：千円）

  
種苗 
事業 

花き 
事業 

農材 
事業  

施設材 
事業  

造園 
事業 

合計 

売上高            

外部顧客への売上高  1,568,011  2,092,061  5,966,234  2,495,668  34,516  12,156,490
セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 8,467  3  105  4,367  －  12,942

計  1,576,478  2,092,064  5,966,339  2,500,035  34,516  12,169,432

セグメント利益又は損失（△）  238,591  △41,066  191,980  74,600  △3,274  460,831

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計    460,831

全社費用（注）  △197,292

四半期連結損益計算書の営業利益   263,539

                    （単位：千円）

  
種苗 
事業 

花き 
事業 

農材 
事業  

施設材 
事業  

造園 
事業 

合計 

売上高            

外部顧客への売上高  1,702,293  1,997,112  6,685,531  2,882,304  101,692  13,368,932
セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 6,251  －  147  1,650  －  8,048

計  1,708,544  1,997,112  6,685,678  2,883,954  101,692  13,376,980

セグメント利益又は損失（△）  252,955  △30,700  134,438  58,826  55  415,574

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計    415,574

全社費用（注）  △203,075

四半期連結損益計算書の営業利益   212,499
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