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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 ％

23年2月期第3四半期 5,747 4.2 32 63.9 60 22.1 46 36.7
22年2月期第3四半期 5,517 ― 19 ― 49 ― 33 ―

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

23年2月期第3四半期 4.20 ―
22年2月期第3四半期 3.07 ―

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

23年2月期第3四半期 9,772 8,975 91.8 815.06
22年2月期 9,918 8,993 90.7 816.62

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  8,975百万円 22年2月期  8,993百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
7.00 7.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 7,650 3.3 135 9.1 180 7.8 160 6.6 14.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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
づく四半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化により、予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、〔添付資料〕Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 11,041,277株 22年2月期  11,041,277株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  29,100株 22年2月期  27,920株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 11,012,763株 22年2月期3Q  11,013,627株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、急激な円高の進行や株価低迷、海外経済の減速懸念などから、企

業収益全般の回復の動きは鈍く、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 食品業界におきましては、一部の原材料が値上がりする中、お客様の節約志向の強まりを背景とした緩やかなデフレ

状況が続いており、厳しい環境下にありました。 

 このような状況のもと、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企業活動を展開し、国内お

よ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。 

 国内では、外食営業部門において「ペッパー類」の販売が苦戦するも、「シナモン」や「ガーリック」関連製品の販

売が好調で前年同期を上回り、加工営業部門においては、新規ユーザーの獲得による「ペッパー類」の販売が好調で、

売上高は前年同期を上回りました。また、海外においても、連結子会社における日系海外企業向け販売およびマレーシ

ア国内の販売が好調であったことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を上回りました。 

  利益に関しましては、売上高の増加により、営業利益、経常利益及び四半期純利益ともに前年同期を上回りました。

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高 5,747百万円（前年同期比 4.2％増）、営

業利益 32百万円（前年同期比 63.9％増）、経常利益 60百万円（前年同期比 22.1％増）、四半期純利益 46百万円

（前年同期比 36.7％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 145百万円減少し、9,772百万円と

なりました。主な要因は、余剰資金の短期貸付金への貸出額が 250百万円、たな卸資産の増加額が 127百万円、現金及

び預金の減少額が 182百万円、受取手形及び売掛金の減少額が 125百万円、減価償却等による有形及び無形固定資産の

減少額が 217百万円等によるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 127百万円減少し、796百万円となりました。主な要因は賞与引当金

の増加額が 49百万円、買掛金の減少額が 73百万円、その他の減少額が 93百万円等によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 18百万円減少し、8,975百万円となりました。これは主として利益

剰余金が 30百万円減少したことと、為替換算調整勘定の残高が△436百万円（前連結会計年度末は△450百万円)となっ

たこと等によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比

べ 182百万円減少し、695百万円となりました。  

（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 230百万円（前年同期は 357百万円）となりました。これは主に、税金等調整前四半

期純利益 60百万円、減価償却費 290百万円、売上債権の減少額 125百万円、賞与引当金の増加額 49百万円等による資

金の増加と、たな卸資産の増加額 128百万円、仕入債務の減少額 73百万円、その他の減少額 100百万円等による資金

の減少によるものです。  

（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 337百万円（前年同期は 39百万円）となりました。これは主に、余剰資金の短期貸

付への貸出額が 250百万円、有形固定資産の取得による支出額が 83百万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 77百万円（前年同期は 66百万円）となりました。これは主に、配当金の支払額が 

77百万円等によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績につきましては、引き続き原材料相場の動向や個人消費の回復の状況による影響など不透明な部分もあり

ますが、平成23年２月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月13日の第２四半期決算短信発表時の予想に変更

はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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３四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、第２四半期連結会計期

間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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 695,201 877,961

受取手形及び売掛金 1,552,261 1,677,853

商品及び製品 1,045,572 1,116,525

原材料及び貯蔵品 811,410 613,373

その他 285,647 28,263

貸倒引当金 △1,374 △1,132

流動資産合計 4,388,719 4,312,845

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,637,188 2,726,787

その他（純額） 1,467,333 1,547,137

有形固定資産合計 4,104,522 4,273,924

無形固定資産 203,044 250,990

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 85,083 89,153

貸倒引当金 △8,909 △8,900

投資その他の資産合計 1,076,173 1,080,253

固定資産合計 5,383,740 5,605,167

資産合計 9,772,460 9,918,013
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 393,536 467,139

未払法人税等 21,227 30,896

賞与引当金 106,654 57,443

その他 203,268 296,967

流動負債合計 724,687 852,447

固定負債   

繰延税金負債 1,587 3,061

退職給付引当金 56,208 54,388

その他 14,429 14,429

固定負債合計 72,225 71,879

負債合計 796,913 924,326

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 3,766,932 3,797,777

自己株式 △23,078 △22,554

株主資本合計 9,413,415 9,444,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 911 2,884

繰延ヘッジ損益 △2,604 △3,909

為替換算調整勘定 △436,176 △450,072

評価・換算差額等合計 △437,868 △451,097

純資産合計 8,975,546 8,993,687

負債純資産合計 9,772,460 9,918,013
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 5,517,597 5,747,405

売上原価 4,082,340 4,235,123

売上総利益 1,435,256 1,512,282

販売費及び一般管理費 1,415,456 1,479,820

営業利益 19,800 32,461

営業外収益   

受取利息 13,669 9,802

受取家賃 27,986 25,772

持分法による投資利益 2,993 1,235

その他 25,854 27,466

営業外収益合計 70,504 64,276

営業外費用   

為替差損 25,709 24,152

その他 15,433 12,568

営業外費用合計 41,142 36,720

経常利益 49,161 60,017

特別利益   

貸倒引当金戻入額 858 －

投資有価証券売却益 1,044 －

特別利益合計 1,903 －

税金等調整前四半期純利益 51,065 60,017

法人税、住民税及び事業税 17,377 13,889

法人税等調整額 △140 △120

法人税等合計 17,236 13,768

四半期純利益 33,828 46,248
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30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利益 51,065 60,017

減価償却費 311,568 290,370

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,520 49,211

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,293 1,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,250 251

受取利息及び受取配当金 △14,234 △10,485

投資有価証券売却損益（△は益） △1,044 －

為替差損益（△は益） 26,075 8,824

持分法による投資損益（△は益） △2,993 △1,235

売上債権の増減額（△は増加） 172,448 125,475

たな卸資産の増減額（△は増加） △88,911 △128,023

仕入債務の増減額（△は減少） △26,332 △73,710

未払消費税等の増減額（△は減少） △45,034 9,843

その他 △92,504 △100,053

小計 329,667 232,305

利息及び配当金の受取額 43,044 13,155

法人税等の支払額 △21,939 △21,073

法人税等の還付額 6,850 6,339

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,623 230,727

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 △45,126 △83,391

有形固定資産の売却による収入 7,233 －

無形固定資産の取得による支出 △7,016 △3,220

投資有価証券の取得による支出 △538 △546

投資有価証券の売却による収入 5,678 －

貸付けによる支出 △100,037 △250,364

貸付金の回収による収入 100,216 －

その他 80 △307

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,511 △337,830

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 △277 △524

配当金の支払額 △66,028 △77,265

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,305 △77,789

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,257 2,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 237,548 △182,760

現金及び現金同等物の期首残高 396,960 877,961

現金及び現金同等物の四半期末残高 634,508 695,201
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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  

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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

  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  5,254,142  263,454  5,517,597  －  5,517,597

(2)セグメント間の内部売上高  1,338  541,696  543,034  (543,034)  －

  計  5,255,480  805,151  6,060,631  (543,034)  5,517,597

  営業利益  177,169  85,881  263,050  (243,249)  19,800

  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  5,365,093  382,312  5,747,405  －  5,747,405

(2)セグメント間の内部売上高  3,608  578,520  582,128  (582,128)  －

  計  5,368,701  960,832  6,329,534  (582,128)  5,747,405

  営業利益  247,452  48,095  295,548  (263,086)  32,461

（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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