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(百万円未満切捨て)

１．平成25年10月期第２四半期の業績（平成24年11月１日～平成25年４月30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２四半期 1,700 8.2 48 805.2 64 434.0 38 ―
24年10月期第２四半期 1,571 ― 5 ― 12 ― 2 ―

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２四半期 30.36 ―
24年10月期第２四半期 2.06 ―

(注) １．当社は、平成23年10月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しているため、平成24年10月第２四半期の対前
年四半期増減率については記載しておりません。また、平成25年10月期第２四半期の四半期純利益の対前年同
四半期増減率は、1,000％を超えるため「―」と記載しております。

     ２．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２四半期 2,938 933 31.8

24年10月期 2,405 898 37.4

(参考) 自己資本 25年10月期第２四半期 933百万円 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２Ｑ 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２Ｑ －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２Ｑ 1,269,900株 24年10月期２Ｑ 1,220,781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。
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当第２四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安・株高に

転じており、本格的な景気回復への期待感が高まってまいりました。 

一方、当社の属する国内農業の状況は、政権交代に伴う農業対策への期待感はあるものの、具体的な

対策については検討段階にある他、ＴＰＰ参加による農業分野への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。 

このような状況のもと、当社は野菜苗の受注拡大に向け、生産能力の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２四半期累計期間の売上高は1,700,182千円と前年同四半期と比べ

129,117千円(8.2％)の増収となりました。利益面では、野菜苗の増収効果及び生産性の向上に加え、流

通事業の原価率改善等により、営業利益は48,624千円と前年同四半期と比べ43,252千円(805.2％)の増

益、経常利益は64,259千円と前年同四半期と比べ52,226千円(434.0％)の増益、四半期純利益は38,559

千円と前年同四半期と比べ36,039千円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月の茨城農場開設に続き、平成25年３月に松山農場を新設

した他、委託農場を前年同四半期と比べ５農場増やすなど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２四半期累計期間の売上高は1,532,072千円と前年同四半期と比べ144,773千円

(10.4％)の増収となりました。利益面では、増収効果に加え、稼働率向上等による原価率改善によ

り、セグメント利益(営業利益)は198,564千円と前年同四半期と比べ32,198千円(19.4％)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 501,437 116.7

キュウリ苗 443,694 99.6

ナス苗 214,897 102.1

スイカ苗 159,772 131.4

メロン苗 112,338 118.6

ピーマン類苗 (注) 34,408 90.1

その他苗 65,523 138.8

合 計 1,532,072 110.4
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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、「藤田先生の野菜畑」等のオリジナル培養土の販売先拡大に努めた結果、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、損益面での改善が図られ

ました。コンビニ部門は、前年同四半期と同等の収益となりました。 

この結果、当事業部門における当第２四半期累計期間の売上高は168,109千円と前年同四半期と比

べ15,655千円(8.5％)の減収となりましたが、損益面では農産物部門の原価率改善や配送費の削減等

の効果により、セグメント損失(営業損失)は17,712千円(前年同四半期はセグメント損失34,410千円)

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㎝) 797,855 113.4

当社オリジナル(アースストレート苗、ヌードメイク
苗、ｅ苗シリーズ等)

446,875 107.0

セル苗(288穴～72穴) 282,917 108.8

その他苗 4,423 74.4

合 計 1,532,072 110.4

納品地域分類 売上高 (千円) 前年同四半期比 (％)

北海道・東北 192,543 109.5

関東 607,130 109.2

中部・甲信越・北陸 273,516 111.5

近畿・中国・山陰 305,601 115.9

四国 82,116 94.1

九州・沖縄 71,164 120.2

合 計 1,532,072 110.4

（流通事業）
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 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ533,041千円(22.2％)増加の2,938,376千円

となりました。これは、現金及び預金が86,574千円、受取手形及び売掛金が337,666千円、たな卸資産

が117,339千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498,226千円(33.1％)増加の2,004,663千円となりました。これは、支払

手形及び買掛金が204,542千円、短期借入金が200,000千円、未払金が76,229千円それぞれ増加したこと

等によるものであります。 

純資産は、前事業年度末と比べ34,814千円(3.9％)増加の933,713千円となりました。これは、四半期

純利益の計上等により利益剰余金が32,210千円増加したこと等によるものであります。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は230,619千円と前事業年度末と比べ

63,574千円(38.1％)の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、△80,237千円と前年同四半期と比べ支出が16,628千円増加し

ました。これは、税引前四半期純利益が64,269千円と前年同四半期と比べ52,894千円の増益となったも

のの、仕入債務の増加額が204,542千円と前年同四半期と比べ113,554千円減少したこと等によるもので

あります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、△63,916千円と前年同四半期と比べ支出が185,302千円減少

しました。これは、有形固定資産の取得による支出が54,363千円と前年同四半期と比べ184,954千円減

少したこと等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、207,728千円と前年同四半期と比べ収入が270,811千円減少し

ました。これは、長期借入れによる収入が100,000千円と前年同四半期と比べ100,000千円減少した他、

前年同四半期には株式の発行による収入194,696千円があっ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２四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２四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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３．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 167,045 253,619

受取手形及び売掛金 765,173 1,102,839

商品及び製品 6,128 7,571

仕掛品 45,448 134,372

原材料及び貯蔵品 71,645 98,617

その他 41,950 47,312

貸倒引当金 △1,646 △1,697

流動資産合計 1,095,746 1,642,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 616,242 623,507

機械及び装置（純額） 118,276 112,217

土地 419,876 419,876

その他（純額） 9,850 9,852

有形固定資産合計 1,164,245 1,165,454

無形固定資産 35,899 34,595

投資その他の資産 109,443 95,690

固定資産合計 1,309,588 1,295,740

資産合計 2,405,335 2,938,376

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 363,666 568,208

短期借入金 250,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 159,880 166,942

未払金 88,727 164,957

未払法人税等 35,777 27,763

賞与引当金 33,500 32,287

その他 32,346 43,288

流動負債合計 963,898 1,453,448

固定負債   

長期借入金 515,136 522,343

資産除去債務 25,351 25,597

その他 2,050 3,274

固定負債合計 542,537 551,215

負債合計 1,506,436 2,004,663

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 325,929 358,140

株主資本合計 898,917 931,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 2,584

評価・換算差額等合計 △19 2,584

純資産合計 898,898 933,713

負債純資産合計 2,405,335 2,938,376
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 1,571,064 1,700,182

売上原価 1,225,795 1,295,677

売上総利益 345,269 404,504

販売費及び一般管理費 339,897 355,880

営業利益 5,371 48,624

営業外収益   

受取利息 26 22

受取配当金 254 319

受取手数料 9,504 6,693

補助金収入 9,075 6,860

貸倒引当金戻入額 － 1,734

その他 3,426 2,968

営業外収益合計 22,287 18,598

営業外費用   

支払利息 4,120 2,947

株式交付費 1,891 －

上場関連費用 9,614 －

その他 － 14

営業外費用合計 15,625 2,962

経常利益 12,033 64,259

特別利益   

有形固定資産売却益 － 9

受取保険金 660 －

特別利益合計 660 9

特別損失   

有形固定資産除却損 530 －

リース解約損 788 －

特別損失合計 1,318 －

税引前四半期純利益 11,374 64,269

法人税、住民税及び事業税 7,465 24,943

法人税等調整額 1,389 766

法人税等合計 8,854 25,709

四半期純利益 2,520 38,559
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年11月１日
 至 平成24年４月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年11月１日
 至 平成25年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 11,374 64,269

減価償却費 47,043 57,513

有形固定資産売却損益（△は益） － △9

有形固定資産除却損 530 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,408 △1,734

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,006 △1,212

受取利息及び受取配当金 △280 △342

支払利息 4,120 2,947

株式交付費 1,891 －

受取保険金 △660 －

売上債権の増減額（△は増加） △369,169 △337,666

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,477 △117,339

仕入債務の増減額（△は減少） 318,096 204,542

未払金の増減額（△は減少） 110,480 73,173

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,761 5,897

その他 11,623 5,736

小計 △8,785 △44,222

利息及び配当金の受取額 280 342

利息の支払額 △3,943 △3,198

保険金の受取額 660 －

法人税等の支払額 △51,821 △33,159

営業活動によるキャッシュ・フロー △63,609 △80,237

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6,000 △6,600

有形固定資産の取得による支出 △239,318 △54,363

有形固定資産の除却による支出 △530 －

有形固定資産の売却による収入 － 9

無形固定資産の取得による支出 △1,388 －

関係会社株式の取得による支出 － △1,000

保険積立金の積立による支出 △1,878 △1,878

その他 △103 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,219 △63,916

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 500,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △330,000 －

長期借入れによる収入 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △85,966 △85,731

株式の発行による収入 194,696 －

配当金の支払額 － △6,349

その他 △190 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー 478,539 207,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 165,711 63,574

現金及び現金同等物の期首残高 187,152 167,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 352,863 230,619
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期累計期間(自  平成23年11月１日  至  平成24年４月30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△126,585千円は、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２四半期累計期間(自  平成24年11月１日  至  平成25年４月30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△132,228千円は、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２四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。 

（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
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 1,387,299 183,765 1,571,064 ― 1,571,064

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,387,299 183,765 1,571,064 ― 1,571,064

セグメント利益又は損失(△) 166,366 △34,410 131,956 △126,585 5,371

(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 1,532,072 168,109 1,700,182 ― 1,700,182

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,532,072 168,109 1,700,182 ― 1,700,182

セグメント利益又は損失(△) 198,564 △17,712 180,852 △132,228 48,624

（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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