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１．平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年11月30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 ％ 

24年２月期第３四半期 5,589 △2.7 42 29.5 73 22.0 

百万円

38
％

△15.8

23年２月期第３四半期  5,747 4.2 32 63.9  60 22.1 46 36.7

 

 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３四半期 

23年２月期第３四半期 

3.53

4.20 －

 
（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３四半期 9,665 8,886 91.9 807.05

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３四半期         8,886百万円 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

8.00 8.0023年２月期 

24年２月期 

－ 

－ 

0.00

0.00

－ 

－  

24年２月期(予想)  8.00 8.00

(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、対前期増減率） 

 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の有無：無 
 



 

  

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）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３Ｑ 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３Ｑ 29,994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３Ｑ 11,011,751株 23年２月期３Ｑ 11,012,763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せん。 

 

※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、〔添付

資料〕Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」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３四半期連結累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、依然、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、欧米財政危機に起因した歴史的円高、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はあるものの、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らぬ状況

が続いております。 

 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、復旧途上のなか、第２四半期以降回復傾向ながらも、

外食営業部門、加工営業部門ともに、前年同期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販売

が好調で、売上高は前年同期を上回りました。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３四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、売上高の減少のなか、経費の効率的支出により、営業利益、経常利益は前年同期を上回り

ましたが、東日本大震災による損失等があり、四半期純利益は、前年同期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 209百万円減少し、9,665百万

円となりました。これは主として余剰資金の短期貸付金への貸出額が 50百万円、たな卸資産の増加額が 46百万

円、受取手形及び売掛金の増加額が 14百万円、現金及び預金の減少額が 186百万円、減価償却等による有形及び

無形固定資産の減少額が 133百万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 35百万円減少し、778百万円となりました。これは主として買掛

金の増加額が 13百万円、賞与引当金の減少額が 45百万円、未払法人税等の減少額が７百万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 174百万円減少し、8,886百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金が 49百万円減少したことと、為替換算調整勘定の残高が△621百万円（前連結会計年度末は△501百

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。）は、前連結会計期間末より 

186百万円減少し、645百万円となりました。 

 当第３四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）  

 営業活動の結果得られた資金は 212百万円（前年同期は 230百万円）となりました。これは主として税金等調整

前四半期純利益 52百万円、減価償却費 281百万円、仕入債務の増加額 16百万円、その他の増加額 44百万円等に

よる資金の増加と、たな卸資産の増加額 82百万円、賞与引当金の減少額 45百万円、売上債権の増加額 24百万

円、未払消費税の減少額 26百万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 285百万円（前年同期は 337百万円）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 233百万円、貸付けによる支出が 50百万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 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 88百万円等によるものです。 

  

（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、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。 

  

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、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。 

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 

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３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 645,292 831,938

受取手形及び売掛金 1,550,945 1,536,022

商品及び製品 1,122,861 1,052,082

原材料及び貯蔵品 667,007 691,533

繰延税金資産 51,171 50,899

その他 489,430 433,407

貸倒引当金 △762 △748

流動資産合計 4,525,945 4,595,134

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,571,796 2,593,729

その他（純額） 1,364,662 1,421,009

有形固定資産合計 3,936,458 4,014,739

無形固定資産 133,518 188,300

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 77,273 85,701

貸倒引当金 △8,116 △8,944

投資その他の資産合計 1,069,156 1,076,756

固定資産合計 5,139,133 5,279,795

資産合計 9,665,079 9,874,930
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 388,186 374,644

未払法人税等 21,324 28,839

賞与引当金 15,189 60,529

その他 278,962 275,903

流動負債合計 703,663 739,917

固定負債   

繰延税金負債 814 2,933

退職給付引当金 58,718 56,783

その他 15,271 14,429

固定負債合計 74,803 74,146

負債合計 778,466 814,064

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 3,863,746 3,912,920

自己株式 △23,527 △23,131

株主資本合計 9,509,780 9,559,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △860 2,933

繰延ヘッジ損益 △397 －

為替換算調整勘定 △621,910 △501,418

評価・換算差額等合計 △623,167 △498,485

純資産合計 8,886,612 9,060,865

負債純資産合計 9,665,079 9,874,930
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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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 5,747,405 5,589,396

売上原価 4,235,123 4,097,808

売上総利益 1,512,282 1,491,587

販売費及び一般管理費 1,479,820 1,449,547

営業利益 32,461 42,040

営業外収益   

受取利息 9,802 5,963

受取家賃 25,772 26,810

持分法による投資利益 1,235 2,302

その他 27,466 11,144

営業外収益合計 64,276 46,221

営業外費用   

賃貸費用 － 5,416

為替差損 24,152 4,859

その他 12,568 4,767

営業外費用合計 36,720 15,043

経常利益 60,017 73,218

特別利益   

受取保険金 － 19,131

特別利益合計 － 19,131

特別損失   

固定資産除却損 － 11,876

災害による損失 － 27,714

特別損失合計 － 39,590

税金等調整前四半期純利益 60,017 52,759

法人税、住民税及び事業税 13,889 13,943

法人税等調整額 △120 △106

法人税等合計 13,768 13,836

少数株主損益調整前四半期純利益 － 38,922

四半期純利益 46,248 38,922
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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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23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 60,017 52,759

減価償却費 290,370 281,422

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,211 △45,340

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,820 1,934

貸倒引当金の増減額（△は減少） 251 △813

受取利息及び受取配当金 △10,485 △6,475

受取保険金 － △19,131

為替差損益（△は益） 8,824 1,544

持分法による投資損益（△は益） △1,235 △2,302

固定資産除却損 － 11,876

売上債権の増減額（△は増加） 125,475 △24,257

たな卸資産の増減額（△は増加） △128,023 △82,497

仕入債務の増減額（△は減少） △73,710 16,525

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,843 △26,244

その他 △100,053 44,902

小計 232,305 203,901

利息及び配当金の受取額 13,155 6,716

法人税等の支払額 △21,073 △19,420

法人税等の還付額 6,339 2,349

保険金の受取額 － 19,131

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,727 212,678

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 △83,391 △227,473

無形固定資産の取得による支出 △3,220 △6,265

投資有価証券の取得による支出 △546 △555

貸付けによる支出 △250,364 △50,000

その他 △307 △1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,830 △285,448

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 △524 △396

配当金の支払額 △77,265 △88,195

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,789 △88,591

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,131 △25,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △182,760 △186,645

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 695,201 645,292
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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。 

  

（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  5,365,093  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
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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３四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額 △277,150千円には、セグメント間取引消去 △4,288千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用 △272,862千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  5,130,304  459,091  5,589,396  －  5,589,396

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,666  693,210  695,876  △695,876  －

計  5,132,971  1,152,301  6,285,272  △695,876  5,589,396

セグメント利益  251,433  67,757  319,191  △277,150  42,040

（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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