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1.  平成26年5月期第1四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25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 ％

26年5月期第1四半期 13,484 0.9 393 85.4 426 87.7 257 140.7
25年5月期第1四半期 13,368 10.0 212 △19.4 227 △18.1 106 △28.6

（注）包括利益 26年5月期第1四半期 258百万円 （84.4％） 25年5月期第1四半期 139百万円 （△4.2％）

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

26年5月期第1四半期 21.92 ―
25年5月期第1四半期 9.11 ―

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

26年5月期第1四半期 35,532 13,266 37.3 1,129.25
25年5月期 38,483 13,149 34.2 1,119.28
（参考） 自己資本   26年5月期第1四半期  13,266百万円 25年5月期  13,149百万円

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

25年5月期 ― 9.00 ― 12.00 21.00
26年5月期 ―
26年5月期（予想） 9.00 ― 12.00 21.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26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 54,500 0.9 1,500 8.4 1,600 8.0 950 7.2 80.86



(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 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対する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 
（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。 

※  注記事項

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） 26年5月期1Q 11,772,626 株 25年5月期 11,772,626 株
② 期末自己株式数 26年5月期1Q 24,366 株 25年5月期 24,414 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期1Q 11,748,253 株 25年5月期1Q 11,748,610 株



   

   

○添付資料の目次

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

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  7

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

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

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

カネコ種苗株式会社（1376）平成26年5月期　第1四半期決算短信

- 1 -



（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然燻ぶる欧州の政府債務危機問題や新興国の成長鈍化の影

響が懸念されるものの、震災復興需要や政府の経済対策などの効果もあり、景気回復期待が広がっております。 

また、国内農業の状況は、一部には新たな担い手が注目される面があるものの、農家の高齢化や慢性的な後継者

不足に改善はみられず、厳しい状況は相変わらずであります。 

こうしたなか当社グループの業績は、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた宮城県のイチゴ産地の復興に、当社

の養液栽培プラントが採用されたことや、タマネギやキャベツ等の野菜種子の売上が増加したことなどから、売上

高134億84百万円で前年同四半期比１億15百万円（0.9％）の微増収となり、利益面でも営業利益３億93百万円で前

年同四半期比１億81百万円（85.4％）増、経常利益４億26百万円で前年同四半期比１億99百万円（87.7％）増、四

半期純利益２億57百万円で前年同四半期比１億50百万円（140.7％）増と増益となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

種苗事業 

種苗事業においては、前期に発生した永年牧草地の更新需要が一巡したことによる牧草種子の売上減少があっ

たものの、タマネギ種子が輸出及び国内販売で、また、キャベツ種子の輸出が伸長したことなどから、売上高17億

75百万円で前年同四半期比4.3％の増収となりました。 

  

花き事業 

花き事業においては、緑のカーテン需要の減退などの要因から、家庭園芸資材の販売が不振だったことによ

り、売上高18億60百万円で前年同四半期比6.8％の減収となりました。 

  

農材事業 

農材事業は、売上高60億60百万円で前年同四半期比9.3％の減収となりました。ただし、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月の業績数字を連結したこ

とに伴い、前期の売上高が嵩上げされたことを勘案すると、当第１四半期は実質微増収であります。これは、害虫

の発生が増加したことによる殺虫剤の販売増や、機動的な営業活動によりシェアアップに努めたことなどに因りま

す。 

  

施設材事業 

施設材事業は、震災復興事業に当社の養液栽培プラントが採用されたことに伴う完工売上高の大幅増などによ

り、売上高37億33百万円で前年同四半期比29.5％の増収となりました。 

  

造園事業 

売上高53百万円で前年同四半期比47.3％の減収となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

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、355億32百万円となり、前連結会計年度末と比較

して29億50百万円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金と商品の減少によるものであります。 

また「負債の部」の残高は、222億66百万円となり、前連結会計年度末と比較して30億67百万円減少いたしまし

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、132億66百万円で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 

  平成25年７月11日の「平成25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．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

  該当事項はありません。 

   

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25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,137,657 1,810,997

受取手形及び売掛金 21,320,711 19,171,495

商品 5,806,893 5,013,526

その他 1,515,280 1,820,037

貸倒引当金 △75,116 △67,118

流動資産合計 30,705,425 27,748,938

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,144,432 4,175,004

その他（純額） 1,765,035 1,748,086

有形固定資産合計 5,909,468 5,923,090

無形固定資産 91,333 85,697

投資その他の資産   

その他 1,843,218 1,842,237

貸倒引当金 △65,986 △67,049

投資その他の資産合計 1,777,231 1,775,188

固定資産合計 7,778,034 7,783,976

資産合計 38,483,460 35,532,915

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,601,163 14,812,375

短期借入金 1,935,000 5,085,000

未払法人税等 334,891 177,078

その他 1,070,887 794,817

流動負債合計 23,941,942 20,869,271

固定負債   

退職給付引当金 1,081,219 1,085,409

役員退職慰労引当金 215,380 218,980

その他 95,393 92,485

固定負債合計 1,391,993 1,396,874

負債合計 25,333,936 22,266,145

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 1,765,221

利益剰余金 9,693,935 9,810,502

自己株式 △14,462 △14,441

株主資本合計 12,935,946 13,052,548

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213,577 214,221

その他の包括利益累計額合計 213,577 214,221

純資産合計 13,149,523 13,266,769

負債純資産合計 38,483,460 35,532,915

カネコ種苗株式会社（1376）平成26年5月期　第1四半期決算短信

- 4 -



（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24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 13,368,932 13,484,157

売上原価 11,390,775 11,408,737

売上総利益 1,978,157 2,075,419

販売費及び一般管理費 1,765,657 1,681,434

営業利益 212,499 393,984

営業外収益   

受取配当金 10,229 11,194

受取家賃 14,966 15,472

その他 2,897 14,631

営業外収益合計 28,094 41,299

営業外費用   

支払利息 11,740 8,701

為替差損 1,324 －

その他 495 389

営業外費用合計 13,560 9,090

経常利益 227,033 426,193

特別損失   

投資有価証券売却損 1,377 －

固定資産処分損 801 47

特別損失合計 2,178 47

税金等調整前四半期純利益 224,854 426,145

法人税等 117,858 168,600

四半期純利益 106,995 257,545
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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24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

四半期純利益 106,995 257,545

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,987 643

その他の包括利益合計 32,987 643

四半期包括利益 139,983 258,189

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 139,983 258,189
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  該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年６月１日 至平成25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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  1,702,293  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

                    （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  1,775,597  1,860,694  6,060,707  3,733,575  53,584  13,484,157
セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 5,460  －  271  853  －  6,584

計  1,781,057  1,860,694  6,060,978  3,734,428  53,584  13,490,741

セグメント利益又は損失（△）  285,827  △38,420  105,504  237,224  △5,485  584,650

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計    584,650

全社費用（注）  △190,666

四半期連結損益計算書の営業利益  393,984
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