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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年５月期第１四半期 14,577 1.0 333 5.7 383 7.9 253 7.8

2022年５月期第１四半期 14,439 △1.4 315 △7.3 355 △5.5 235 △9.6

（注）包括利益 2023年５月期第１四半期 298百万円（△0.7％） 2022年５月期第１四半期 301百万円（△21.5％）

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

2023年５月期第１四半期 21.91 －

2022年５月期第１四半期 20.17 －

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

2023年５月期第１四半期 43,982 22,735 51.7 1,964.24

2022年５月期 48,932 22,645 46.3 1,956.51

（参考）自己資本 2023年５月期第１四半期 22,734百万円 2022年５月期 22,645百万円

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

2022年５月期 － 11.00 － 18.00 29.00

2023年５月期 －

2023年５月期（予想） 11.00 － 18.00 29.00

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 61,500 1.3 1,850 0.8 1,950 2.1 1,250 △4.0 108.00

１．2023年５月期第１四半期の連結業績（2022年６月１日～2022年８月31日）

（２）連結財政状態

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

３．2023年５月期の連結業績予想（2022年６月１日～2023年５月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年５月期１Ｑ 11,772,626株 2022年５月期 11,772,626株

②  期末自己株式数 2023年５月期１Ｑ 198,218株 2022年５月期 198,197株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年５月期１Ｑ 11,574,418株 2022年５月期１Ｑ 11,666,078株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（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．６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記　（３）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（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

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                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

(注）期末自己株式数は、「株式給付信託（BBT)」が保有する当社株式（2023年５月期１Ｑ 66,600株、2022年５月

期 66,600株）が含まれております。また、「株式給付信託（BBT)」が保有する当社株式を、期中平均株式数

の計算において控除する自己株式に含めております。(2023年５月期１Ｑ 66,600株、2022年５月期１Ｑ 

72,400株）。

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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．２「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間（2022年６月１日～2022年８月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響が続くなか、行動制限緩和による経済活動正常化の傾向はみられるものの、世界的な資源価格の値上が

り、物流コストの高騰や円安が大幅な物価上昇を招くなど、大変厳しい状況となりました。

国内農業の状況は、少子高齢化による食料消費の減少や農家の後継者不足等の従前からの課題に加え、資源・穀

物価格高騰に伴う肥料・飼料・資材の値上がりが、農家経営を圧迫する事態が続いております。

このような状況のなか当社グループの業績は、種苗事業の業績が堅調に推移したことにより、売上高145億77百

万円で前年同期比１億37百万円（1.0％）の増収となり、利益面でも、営業利益３億33百万円で前年同期比17百万

円（5.7％）増、経常利益３億83百万円で前年同期比28百万円（7.9％）増、親会社株主に帰属する四半期純利益２

億53百万円で前年同期比18百万円（7.8％）増となりました。

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、野菜種子関係でタマネギが輸出・国内販売ともに増加、キャベツやトマトの輸出も好調に

推移したことなどにより増収となりました。また、野菜及び牧草種子の販売金額が円安によりかさ上げとなり、売

上高21億44百万円で前年同期比7.8％の増収となりました。利益面でも、セグメント利益４億21百万円で前年同期

比27.8％増となりました。

花き事業

花き事業においては、営利栽培農家向けにユーストマ種子の販売が増加したものの、コロナ禍の巣ごもり需要の

反動減や、一部商品の販売ルートが他社に移ったことなどにより、売上高16億27百万円で前年同期比9.4％の減収

となりました。利益面では、採算性の改善や業務効率化などにより、セグメント損失17百万円（前年同四半期のセ

グメント損失は54百万円）で損失は縮小いたしました。

なお、当事業は春に需要期を迎えることに伴い、第４四半期に売上高及び利益が集中的に計上される傾向があり

ます。例年第３四半期まではセグメント損益はマイナスでありますが、通期では当該マイナスは解消されておりま

す。

農材事業

農材事業においては、農薬価格の値上がりを想定した前倒需要が発生したことなどにより、売上高75億49百万円

で前年同期比3.6％の増収となりました。利益面では、物流費の高騰などのコストアップに伴い、セグメント利益

１億68百万円で前年同期比8.1％減となりました。

施設材事業

施設材事業においては、農業用ハウス部材関係で値上げによる前倒需要の反動減や、生産者の購買意欲低迷によ

る流通在庫過多などの要因から販売が低迷し、売上高32億56百万円で前年同期比3.4％の減収となり、利益面で

も、セグメント利益49百万円で前年同期比30.5％減となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

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、439億82百万円となり、前連結会計年度末と比較

して49億49百万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、212億47百万円となり、前連結会計年度末と比較して50億39百万円減少いたしま

した。これは主に買掛金の減少によるものであります。

なお、「資産の部」における受取手形及び売掛金の減少、また、「負債の部」における買掛金の減少は、当社グ

ループの事業が主に第４四半期に繁忙期を迎えることに伴うものであり、毎期ほぼ同様の状況となっております。

「純資産の部」の残高は、227億35百万円となり、前連結会計年度末と比較して微増となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年７月12日の「2022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。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,109,988 3,815,551

受取手形及び売掛金 21,909,529 17,997,837

商品 9,165,220 8,617,334

未収入金 2,025,776 2,816,699

その他 325,594 400,431

貸倒引当金 △21,972 △17,980

流動資産合計 38,514,137 33,629,874

固定資産

有形固定資産

土地 3,993,961 4,004,572

その他（純額） 2,624,778 2,578,690

有形固定資産合計 6,618,740 6,583,262

無形固定資産 898,471 854,523

投資その他の資産

その他 2,907,809 2,934,097

貸倒引当金 △6,559 △18,969

投資その他の資産合計 2,901,250 2,915,128

固定資産合計 10,418,461 10,352,914

資産合計 48,932,599 43,982,789

負債の部

流動負債

買掛金 22,602,856 15,058,315

短期借入金 － 2,720,000

未払法人税等 250,013 137,741

その他 1,797,473 1,710,610

流動負債合計 24,650,342 19,626,667

固定負債

退職給付に係る負債 1,292,668 1,295,955

役員株式給付引当金 51,958 56,758

その他 291,847 268,257

固定負債合計 1,636,474 1,620,971

負債合計 26,286,817 21,247,638

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,267 1,491,267

資本剰余金 1,765,224 1,765,224

利益剰余金 18,632,298 18,676,324

自己株式 △276,921 △276,956

株主資本合計 21,611,868 21,655,859

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,000,036 1,021,829

為替換算調整勘定 △13,803 7,225

退職給付に係る調整累計額 47,439 49,972

その他の包括利益累計額合計 1,033,673 1,079,027

非支配株主持分 240 263

純資産合計 22,645,781 22,735,150

負債純資産合計 48,932,599 43,982,789

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年８月31日)

売上高 14,439,974 14,577,928

売上原価 12,180,554 12,359,112

売上総利益 2,259,420 2,218,815

販売費及び一般管理費 1,943,558 1,884,977

営業利益 315,862 333,837

営業外収益

受取配当金 22,058 29,752

受取家賃 18,427 17,497

為替差益 － 3,120

その他 5,537 4,164

営業外収益合計 46,024 54,535

営業外費用

支払利息 4,882 4,966

為替差損 1,532 －

その他 298 215

営業外費用合計 6,713 5,181

経常利益 355,172 383,191

特別損失

固定資産処分損 1,525 4,147

減損損失 5,400 －

特別損失合計 6,925 4,147

税金等調整前四半期純利益 348,247 379,043

法人税等 112,974 125,456

四半期純利益 235,273 253,587

非支配株主に帰属する四半期純利益 23 22

親会社株主に帰属する四半期純利益 235,249 253,564

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年８月31日)

四半期純利益 235,273 253,587

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 59,227 21,792

為替換算調整勘定 － 21,028

退職給付に係る調整額 6,521 2,532

その他の包括利益合計 65,749 45,354

四半期包括利益 301,022 298,941

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 300,997 298,904

非支配株主に係る四半期包括利益 24 37

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　該当事項はありません。

（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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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(単位：千円）

種苗
事業

花き
事業

農材
事業

施設材
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 1,989,316 1,795,313 7,283,786 3,371,557 14,439,974

セグメント間の内部売上高又

は振替高
13,319 147 － － 13,466

 計 2,002,635 1,795,461 7,283,786 3,371,557 14,453,441

セグメント利益又は損失（△） 330,298 △54,914 182,960 70,789 529,134

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 529,134

全社費用（注） △213,272

四半期連結損益計算書の営業利益 315,862

(単位：千円）

種苗
事業

花き
事業

農材
事業

施設材
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 2,144,751 1,627,217 7,549,208 3,256,749 14,577,928

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

 計 2,144,751 1,627,217 7,549,208 3,256,749 14,577,928

セグメント利益又は損失（△） 421,984 △17,819 168,063 49,204 621,432

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 621,432

全社費用（注） △287,594

四半期連結損益計算書の営業利益 333,837

（セグメント情報）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2021年６月１日　至2021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

（固定資産に係る減損損失）

各報告セグメントに配分していない全社資産において、一部の資産の使用を停止したため、減損損失を計上

しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間において5,400千円であります。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2022年６月１日　至2022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。
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