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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年２月期第２四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年８月31日） 
（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        ％

24年２月期第２四半期 3,685 △4.9 1 △96.0 17 △65.3 △15   －
23年２月期第２四半期  3,867  5.9 27   －  50  694.2 41    －

 

 
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

24年２月期第２四半期 △1.38 －
23年２月期第２四半期 3.80 －

 
（２）連結財政状態 

 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

24年２月期第２四半期 9,806 8,973 91.5 814.94
23年２月期 9,874 9,060 91.8 822.81

(参考)自己資本 24年２月期第２四半期         8,973百万円 23年２月期        9,060百万円 

 
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   
23年２月期 － 0.00 － 8.00 8.00   
24年２月期 － 0.00   

24年２月期(予想)   － 8.00 8.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 7,750  0.6 50 △55.1 100 △42.7 50 △74.0 4.54

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

  

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.２「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 11,041,277株 23年２月期 11,041,277株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 29,495株 23年２月期 29,200株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年２月期２Ｑ 11,011,880株 23年２月期２Ｑ 11,013,014株

 
 

※四半期レピュー手続き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す。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 

・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。なお、業績予想に関する事項については、本日（平成 23 年 10 月 13 日）公表の「業績予想及び配当予想
に関するお知らせ」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計会計期間におけるわが国経済は、３月に東日本大震災にて大きな打撃を受け、その後、国

内サプライチェーンの回復が進むものの、顕著な復旧・復興に至ることなく、原子力発電所事故及びそれに起因し

た電力供給不足、歴史的円高、欧米財政危機、新興国経済成長の鈍化など、厳しい環境に直面しております。 

 食品業界におきましては、原材料価格の上昇傾向あるものの、先行き不安による節約志向に起因した消費者の低

価格ニーズに対応せざるを得ない状況が続き、低価格路線が継続した結果、目立った収益の改善には至っておりま

せん。 

 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企業活動を展開し、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。 

 国内では、外食産業やレジャー産業が深刻な打撃をうけ、依然として復旧途上のなか、外食営業部門、加工営業

部門ともに、前年売上高を下回りました。海外においては、連結子会社における日系海外企業向け販売及びマレー

シア国内販売が好調で、売上高は前年を上回りました。これらの結果として、海外の販売が好調なるも、国内販売

の影響により、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を下回りました。 

 利益に関しましては、売上高の減少が大きく影響し、営業損益、経常損益、四半期純損益は、前年を下回る結果

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２四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 68百万円減少し、9,806百万円

となりました。これは主として受取手形及び売掛金の増加額が 125百万円、たな卸資産の増加額が 50百万円、余

剰資金の短期貸付への貸出額が 50百万円、現金及び預金の減少額が 300百万円によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 18百万円増加し、832百万円となりました。これは主として買掛

金の増加額が 33百万円、未払法人税等の減少額が８百万円、その他の流動負債の減少額が８百万円によるもので

す。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 86百万円減少し、8,973百万円となりました。これは主として

四半期純損失を計上したこと及び配当を実施したことにより利益剰余金が 103百万円減少したことによるもので

す。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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。）は、前連結会計期間末より 

300百万円減少し、530百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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）  

 営業活動の結果使用した資金は４百万円（前年同期は 83百万円の収入）となりました。これは主として減価償

却費が 183百万円、仕入債務の増加額が 33百万円による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失が５百万円、

売上債権の増加額が 125百万円、たな卸資産の増加額が 46百万円、未払消費税の減少額が 26百万円、法人税等の

支払額が 18百万円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 212百万円（前年同期は 277百万円）となりました。これは主として有形及び無

形固定資産の取得による支出が 161百万円、貸付けによる支出が 50百万円によるものです。 

（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 88百万円（前年同期は 77百万円）となりました。これは主として配当金の支払

額が 88百万円によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月期の連結業績予想につきましては、平成23年７月13日の第１四半期決算短信発表時に公表いたしま

した業績予想を変更しておりません。なお、第２四半期連結累計期間につきましては、本日（平成23年10月13日）

公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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２四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、ならびに、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。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。  

 ② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

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２四半期連結会計期間末
(平成23年８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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 530,940 831,938

受取手形及び売掛金 1,661,526 1,536,022

商品及び製品 1,041,634 1,052,082

原材料及び貯蔵品 752,600 691,533

繰延税金資産 52,487 50,899

その他 492,387 433,407

貸倒引当金 △793 △748

流動資産合計 4,530,783 4,595,134

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,650,192 2,593,729

その他（純額） 1,398,513 1,421,009

有形固定資産合計 4,048,705 4,014,739

無形固定資産 156,127 188,300

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

繰延税金資産 632 －

その他 78,733 85,701

貸倒引当金 △8,089 △8,944

投資その他の資産合計 1,071,276 1,076,756

固定資産合計 5,276,109 5,279,795

資産合計 9,806,893 9,874,930
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 408,067 374,644

未払法人税等 20,614 28,839

賞与引当金 62,520 60,529

その他 267,197 275,903

流動負債合計 758,400 739,917

固定負債   

繰延税金負債 850 2,933

退職給付引当金 58,352 56,783

その他 15,318 14,429

固定負債合計 74,521 74,146

負債合計 832,921 814,064

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 3,809,655 3,912,920

自己株式 △23,284 △23,131

株主資本合計 9,455,932 9,559,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △922 2,933

繰延ヘッジ損益 △2,315 －

為替換算調整勘定 △478,723 △501,418

評価・換算差額等合計 △481,960 △498,485

純資産合計 8,973,971 9,060,865

負債純資産合計 9,806,893 9,874,930
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 3,867,079 3,685,333

売上原価 2,851,146 2,693,625

売上総利益 1,015,932 991,708

販売費及び一般管理費 988,225 990,590

営業利益 27,707 1,117

営業外収益   

受取利息 6,235 2,729

受取家賃 17,181 17,816

持分法による投資利益 670 1,667

その他 25,428 8,750

営業外収益合計 49,516 30,963

営業外費用   

賃貸費用 － 3,362

為替差損 19,403 8,186

その他 6,913 2,888

営業外費用合計 26,316 14,437

経常利益 50,907 17,643

特別損失   

固定資産除却損 － 11,407

災害による損失 － 12,214

特別損失合計 － 23,621

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

50,907 △5,978

法人税、住民税及び事業税 9,143 9,261

法人税等調整額 △80 △71

法人税等合計 9,063 9,190

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △15,168

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41,843 △15,168
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

50,907 △5,978

減価償却費 192,394 183,226

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,538 1,990

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,346 1,569

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95 △810

受取利息及び受取配当金 △6,838 △3,141

為替差損益（△は益） 8,328 3,837

持分法による投資損益（△は益） △670 △1,667

固定資産除却損 － 11,407

売上債権の増減額（△は増加） 54,688 △125,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,682 △46,417

仕入債務の増減額（△は減少） △65,223 33,829

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,133 △26,349

その他 △68,540 △17,030

小計 90,285 9,001

利息及び配当金の受取額 6,537 3,138

法人税等の支払額 △19,450 △18,876

法人税等の還付額 6,339 2,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,712 △4,387

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 △73,609 △155,584

無形固定資産の取得による支出 △2,980 △6,015

投資有価証券の取得による支出 △396 △405

貸付けによる支出 △200,222 △50,000

その他 △627 △976

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,835 △212,981

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 △345 △153

配当金の支払額 △77,113 △88,159

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,459 △88,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 825 4,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270,756 △300,998

現金及び現金同等物の期首残高 877,961 831,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 607,205 530,940
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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 

  

［海外売上高］ 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。 

  

（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  3,609,701  257,377  3,867,079  －  3,867,079

(2)セグメント間の内部売上高  2,269  404,043  406,312 ( ) 406,312  －

  計  3,611,970  661,421  4,273,392 ( ) 406,312  3,867,079

  営業利益  176,797  36,418  213,215 ( ) 185,508  27,707
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［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分

の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。 

 当社は、主に香辛料（スパイス）、その他食材を生産・販売しており、国内においては当社が、海外にお

いてはマレーシアの現地法人が、それぞれ担当しております。 

 当社及び現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品・商品について各地域の包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「東

南アジア」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△179,285千円には、セグメント間取引消去△9,260千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△170,024千円が含まれております。全社費用は、当社の人事総務・経理部門

等の管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平成20

年３月21日)を適用しております。 

   

  

 該当事項はありません。  

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２ 日本 東南アジア 計 

売上高           

外部顧客への売上高  3,386,888  298,445  3,685,333  －  3,685,333

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,427  518,429  520,857  △520,857  －

計  3,389,315  816,875  4,206,191  △520,857  3,685,333

セグメント利益  129,686  50,717  180,403  △179,285  1,117

（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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