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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 1,712 △6.4 △65 ― △36 ― △41 ―
21年2月期第1四半期 1,829 △0.7 △192 ― △78 ― 31 ―

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

22年2月期第1四半期 △3.79 ―
21年2月期第1四半期 2.88 ―

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

22年2月期第1四半期 9,643 8,793 91.2 798.42
21年2月期 9,712 8,854 91.2 803.91

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  8,793百万円 21年2月期  8,854百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 6.00 6.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

3,800 1.5 10 ― 20 ― 10 ― 0.91

通期 7,800 3.9 100 ― 100 ― 70 ― 6.35
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４～５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記
載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 11,041,277株 21年2月期  11,041,277株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  27,520株 21年2月期  27,320株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 11,013,857株 21年2月期第1四半期 11,015,550株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気後退が一層深刻化し、実体経

済の悪化が顕著になってまいりました。 

 食品業界におきましては、景気の後退にともない個人消費の鈍化が強まるなか、食の安全に対する一層の取組み強化

が求められ、経営環境は従来にも増して厳しいものとなりました。 

 このような環境下、当社グループは業務用香辛料（スパイス）等の販売を中心とした事業活動を展開し、国内及び海

外市場において販売拡大と収益改善に取り組んでまいりました。個人消費の低迷、円高による外国人観光客の減少、新

型インフルエンザ流行等による国内外食市場の急激な悪化を受けて、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期

を下回りました。一方、利益に関しましては、生産体制の再編等によるコストダウンと原材料調達コストの改善を実現

させたことにより、売上原価が改善され、営業損失及び経常損失は前年同期に比べ縮小しました。また、当第１四半期

純損失は、前年同期に固定資産売却益を 117百万円計上していた影響で、純利益を計上していた前年同期に比べ損失が

拡大しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績といたしましては、売上高 1,712百万円（前年同期比 6.4％減）、営

業損失 65百万円（前年同期 192百万円）、経常損失 36百万円（前年同期 78百万円）、四半期純損失 41百万円（前年

同期は四半期純利益 31百万円）となりました。  

  

（１）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の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 69百万円減少し、9,643百万円となり

ました。これは主として、たな卸資産の適正在庫管理と債権管理の徹底により、たな卸資産が 64百万円減少し、受取

手形及び売掛金が 74百万円減少したことから、現金及び預金が 136百万円増加した影響と、減価償却等により固定資

産が 73百万円減少したこと等によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ８百万円減少し、849百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 60百万円減少し、8,793百万円となりました。これは主として利益

剰余金の減少 107百万円、円安の影響で為替換算調整勘定が△470百万円となったことによるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、533百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 197百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額 75百万円、たな卸資産の

減少額 72百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は６百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出６百万円等によ

るものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 59百万円となりました。これは主に、配当金の支払額 59百万円によるものです。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 世界的な景気後退が長期化し、わが国経済においても景気回復には時間を要するものと考えられ、厳しい企業業績の

影響による雇用環境の悪化等から、個人の所得や消費の低迷も続くものと予想されます。 

 当食品業界におきましても、景気悪化にともなう外食市場の低迷、消費者マインドの冷え込みが続き、先行きの予断

を許さない状況が続くと思われます。 

 このような環境下ではありますが、当社グループは、当第１四半期連結会計期間においてコスト削減を中心とした収

益改善を実現させました。今後は、新製品及び新チャネルでの販売を強化し、更なる収益性の向上を図ることにより、

厳しい市場環境ではありますが、堅調な業績の回復を見込んでおります。 

 売上高に関しましては、国内および海外における味の素グループ企業を中心とした顧客への原料供給が拡大すること

から、販売数量の上昇が見込まれます。さらに、６月より発売となった新製品「純カレー」、「ジャークチキンシーズ

ニング」、「チキンブイヨン」に加え、今期より新設した外食営業部と加工営業部によるユーザーへのサービスを重視

した販売体制の確立により、基幹製品及び新製品の市場導入を積極的に進め、着実な売上増を見込んでおります。 

 また、国内及び海外生産体制の効率化を実現させることにより、要員合理化、外注加工先の集約・内製化等によるコ

スト削減が通期で影響するとともに、原料購入先の選定・集約による購買力の強化、為替の影響、原料相場の安定、物

流関連費用の改善も通期で影響することから、さらなる収益の改善を見込んでおります。 

 上記の利益改善に向けた取組みを着実に実施することにより、第２四半期連結累計期間及び通期業績予想につきまし

ては、平成21年４月15日の決算短信発表時の予想に変更はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

④ たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に際しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号(平成19年3月14日))及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号(平成19年３月14日))を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 また、上記の会計基準の適用にあたって、従来は営業外費用に計上していた「たな卸資産廃棄損」を、当第１

四半期連結会計期間より売上原価に含めております。 

 この変更に伴い、従来の方法と比較して営業損失は、17,961千円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失は、それぞれ16,827千円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してお

ります。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 533,688 396,960

受取手形及び売掛金 1,602,393 1,676,492

商品及び製品 927,075 884,698

原材料及び貯蔵品 660,958 768,268

その他 48,687 43,149

貸倒引当金 △1,248 △1,944

流動資産合計 3,771,555 3,767,624

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,829,455 2,852,349

その他（純額） 1,637,639 1,677,325

有形固定資産合計 4,467,095 4,529,674

無形固定資産 296,442 310,203

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 116,937 114,096

貸倒引当金 △8,721 △8,856

投資その他の資産合計 1,108,216 1,105,240

固定資産合計 5,871,753 5,945,118

資産合計 9,643,309 9,712,743

負債の部   

流動負債   

買掛金 436,069 388,266

未払法人税等 9,883 26,064

賞与引当金 91,332 53,657

その他 242,015 323,351

流動負債合計 779,300 791,340

固定負債   

繰延税金負債 3,667 1,795

退職給付引当金 51,478 50,149

その他 15,231 15,238

固定負債合計 70,378 67,183

負債合計 849,678 858,523

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,827,868 2,827,868

資本剰余金 2,841,693 2,841,693

利益剰余金 3,605,926 3,713,718

自己株式 △22,340 △22,233

株主資本合計 9,253,147 9,361,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,563 765

繰延ヘッジ損益 7,452 9

為替換算調整勘定 △470,533 △507,602

評価・換算差額等合計 △459,517 △506,826

純資産合計 8,793,630 8,854,219

負債純資産合計 9,643,309 9,712,743
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,712,420

売上原価 1,310,984

売上総利益 401,436

販売費及び一般管理費 466,985

営業損失（△） △65,549

営業外収益  

受取利息 4,861

受取家賃 9,332

持分法による投資利益 937

為替差益 7,077

その他 10,304

営業外収益合計 32,513

営業外費用  

賃貸費用 1,179

固定資産除却損 992

その他 878

営業外費用合計 3,050

経常損失（△） △36,086

特別利益  

貸倒引当金戻入額 714

特別利益合計 714

税金等調整前四半期純損失（△） △35,372

法人税、住民税及び事業税 6,382

法人税等調整額 △46

法人税等合計 6,335

四半期純損失（△） △41,708
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △35,372

減価償却費 101,081

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,674

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,328

貸倒引当金の増減額（△は減少） △830

受取利息及び受取配当金 △4,941

為替差損益（△は益） 1,036

持分法による投資損益（△は益） △937

売上債権の増減額（△は増加） 75,124

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,678

仕入債務の増減額（△は減少） 46,539

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,457

その他 △48,812

小計 207,113

利息及び配当金の受取額 9,793

法人税等の支払額 △19,743

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,163

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,619

有形固定資産の売却による収入 233

無形固定資産の取得による支出 △6,045

投資有価証券の取得による支出 △149

貸付けによる支出 △100,036

貸付金の回収による収入 100,100

その他 2,688

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,828

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △107

配当金の支払額 △59,320

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,728

現金及び現金同等物の期首残高 396,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 533,688
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 当第１四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

  該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 当グループの連結売上高はそのすべてが加工食品製造事業であるため、事業の種類別セグメント情報は該当事

項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

（注）１．地域は地理的近接度によって区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する地域は次のとおりであります。 

     東南アジア……マレーシア 

   ３. 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。 

 また、上記の会計基準の適用にあたって、従来は営業外費用に計上していた「たな卸資産廃棄損」を、当第

１四半期連結会計期間より売上原価に含めております。これにより、営業利益が、日本で17,961千円減少して

おります。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  日本（千円） 
東南アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

  売上高            

(1)外部顧客に対する売上高  1,638,185  74,234  1,712,420  －  1,712,420

(2)セグメント間の内部売上高  416  127,886  128,303  (128,303)  －

  計  1,638,602  202,121  1,840,723  (128,303)  1,712,420

  営業利益又は営業損失(△)  3,716  51,904  55,620  (121,170)  △65,549

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年３月１日 至平成20年５月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,829,732

Ⅱ 売上原価  1,513,731

売上総利益  316,000

Ⅲ 販売費及び一般管理費  508,046

営業損失  192,045

Ⅳ 営業外収益  119,618

受取利息   9,127

賃貸収入   9,948

持分法による投資利益   2,127

為替差益   1,104

デリバティブ評価益   91,123

その他   6,186

Ⅴ 営業外費用  6,315

賃貸費用   1,179

たな卸資産廃棄損   4,071

その他   1,064

経常損失  78,742

Ⅵ 特別利益  118,495

固定資産売却益   118,495

Ⅶ 特別損失  －

税金等調整前四半期純利益  39,752

税金費用  8,039

四半期純利益  31,712
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