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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24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 ％

25年2月期第1四半期 1,948 17.1 44 ― 54 ― 53 ―
24年2月期第1四半期 1,663 △9.4 △48 ― △41 ― △58 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 161百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △1百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 4.82 ―
24年2月期第1四半期 △5.31 ―

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

25年2月期第1四半期 9,859 9,083 92.1 825.01
24年2月期 9,782 9,010 92.1 818.35
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  9,083百万円 24年2月期  9,010百万円

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

24年2月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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  
当社は、予算編成を通期ベースで行っており、業績の進捗管理及びその評価は通期でのみ実施しているため、中間点である第２四半期連結累計期間に 
おける業績予想は、記載を省略しております。 

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 7,980 5.9 160 1.0 205 0.8 175 36.0 15.89



(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  ：  無  

(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、添付資料の２ページ【当四半期決算に関する定性的情報】
（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

※  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） 25年2月期1Q 11,041,277 株 24年2月期 11,041,277 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 30,593 株 24年2月期 30,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 11,010,759 株 24年2月期1Q 11,011,955 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新興国の景気拡大に減速感が強まり、欧州債務危機による金

融市場の不安、米国の高い失業率の問題等、全体として回復の動きはみられておりません。 

わが国経済は、東日本大震災からの回復基調が継続するも、円高、株安、電力料金値上げ、消費税増税の動き

など経済の先行きへの不安から総じて国内景気の回復は頭打ちの兆しがみられます。 

  食品業界におきましても、依然として食品原料の価格が高い水準にあり、また、消費者の生活防衛意識や節約志

向が続いており、厳しい状況が続きました。 

 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。 

 国内では前年、東日本大震災により売上高は大きく落ち込みましたが、外食営業部門においては外食産業やレジ

ャー産業の復旧により回復に転じ、加工営業部門においては大手需要家への販売が伸長し、それぞれに前年同期売

上高を大きく上回りました。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の販

売が好調で、売上高は前年同期を大きく上回りました。これらの結果として、当第１四半期連結累計期間の売上高

は、前年同期を大きく上回りました。 

 利益に関しましては、売上高の増加に加え、一部主要原料の価格上昇があったものの、販売費及び一般管理費の

削減により、営業利益、経常利益、四半期純利益は、前年同期より大幅に改善し、それぞれに利益の計上に至りま

した。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高 1,948百万円（前年同期比 17.1％

増）、営業利益 44百万円（前年同期は営業損失 48百万円）、経常利益 54百万円（前年同期は経常損失 41百万

円）、四半期純利益 53百万円（前年同期は四半期純損失 58百万円）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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 76百万円増加し、9,859百万円となりまし

た。これは主としてたな卸資産の増加額 254百万円、受取手形及び売掛金の増加額 31百万円、流動資産のその他

の増加額 27百万円、有形固定資産の増加額 16百万円、現金及び預金の減少額 251百万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３百万円増加し、775百万円となりました。これは主として賞与

引当金の増加額 46百万円、流動負債のその他の増加額８百万円、退職給付引当金の増加額３百万円、買掛金の減

少額 36百万円、未払法人税等の減少額 17百万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 73百万円増加し、9,083百万円となりました。これは主として

利益剰余金の減少額 35百万円、繰延ヘッジ損益の減少額７百万円、為替換算調整勘定（借方残高）が 117百万円

減少し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１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り 251百万円減少し、647百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下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 150百万円（前年同期は 31百万円）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 54百万円、減価償却費 87百万円、賞与引当金の増加額 46百万円、未払消費税等の増加額 11百万

円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額 212百万円、仕入債務の減少額 33百万円、売上債権の増加額 21百

万円、その他の減少額 61百万円、法人税等の支払額 18百万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 37百万円（前年同期は 98百万円）となりました。これは主として有形固定資産

の取得による支出 33百万円、無形固定資産の取得による支出３百万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 85百万円（前年同期は 85百万円）となりました。これは主として配当金の支払

額 85百万円によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年４月11日の決算短信で公表いたしました業績予想に変更はありません。

当社は、予算編成を通期ベースで行っており、業績の進捗管理及びその評価は通期のみで実施しているため、中間

点である第２四半期連結累計期間における業績予想は、記載を省略しております。 

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 

該当事項はありません。 

   

（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。 

  

（４）追加情報 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

   

２．サマリー情報（その他）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24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 899,126 647,510

受取手形及び売掛金 1,500,452 1,532,129

商品及び製品 1,117,359 1,193,328

原材料及び貯蔵品 705,728 884,651

繰延税金資産 67,300 70,885

その他 478,683 506,308

貸倒引当金 △368 △378

流動資産合計 4,768,283 4,834,435

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,495,958 2,502,421

その他（純額） 1,328,175 1,337,825

有形固定資産合計 3,824,134 3,840,246

無形固定資産 117,554 112,327

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 81,660 81,373

貸倒引当金 △8,791 △8,753

投資その他の資産合計 1,072,868 1,072,619

固定資産合計 5,014,557 5,025,194

資産合計 9,782,840 9,859,629
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 382,815 346,650

未払法人税等 29,651 11,917

賞与引当金 60,757 107,297

その他 222,570 230,865

流動負債合計 695,795 696,732

固定負債   

繰延税金負債 1,948 697

退職給付引当金 59,230 63,074

その他 15,175 15,175

固定負債合計 76,354 78,948

負債合計 772,150 775,680

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 3,953,540 3,918,486

自己株式 △23,805 △23,868

株主資本合計 9,599,297 9,564,179

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,705 △3

繰延ヘッジ損益 － △7,238

為替換算調整勘定 △590,311 △472,988

その他の包括利益累計額合計 △588,606 △480,230

純資産合計 9,010,690 9,083,949

負債純資産合計 9,782,840 9,859,629
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（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23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 1,663,570 1,948,638

売上原価 1,216,849 1,447,720

売上総利益 446,721 500,918

販売費及び一般管理費 495,534 456,004

営業利益又は営業損失（△） △48,813 44,913

営業外収益   

受取利息 1,576 1,436

受取家賃 8,606 8,838

持分法による投資利益 731 1,171

その他 1,645 3,715

営業外収益合計 12,559 15,162

営業外費用   

賃貸費用 1,263 1,197

たな卸資産廃棄損 － 2,857

会員権評価損 1,175 －

為替差損 892 680

その他 1,781 1,156

営業外費用合計 5,112 5,891

経常利益又は経常損失（△） △41,365 54,183

特別損失   

災害による損失 12,214 －

特別損失合計 12,214 －

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（△）

△53,579 54,183

法人税、住民税及び事業税 4,906 4,817

法人税等調整額 △35 △3,665

法人税等合計 4,871 1,151

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△58,451 53,031

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,451 53,031
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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23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△58,451 53,031

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,726 △1,708

繰延ヘッジ損益 1,718 △7,238

為替換算調整勘定 57,652 117,323

その他の包括利益合計 56,643 108,376

四半期包括利益 △1,807 161,408

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,807 161,408

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△53,579 54,183

減価償却費 89,685 87,318

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,895 46,540

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,104 3,844

貸倒引当金の増減額（△は減少） △529 △27

受取利息及び受取配当金 △1,676 △1,539

為替差損益（△は益） △3,700 △4,422

持分法による投資損益（△は益） △731 △1,171

売上債権の増減額（△は増加） 129,446 △21,461

たな卸資産の増減額（△は増加） △172,077 △212,970

仕入債務の増減額（△は減少） 11,504 △33,256

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,765 11,101

その他 △41,036 △61,188

小計 △15,459 △133,050

利息及び配当金の受取額 2,414 1,312

法人税等の支払額 △18,427 △18,944

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,472 △150,682

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 △42,738 △33,927

無形固定資産の取得による支出 △5,517 △3,405

投資有価証券の取得による支出 △150 △150

貸付けによる支出 △50,000 －

その他 － △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,406 △37,576

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 △153 △63

配当金の支払額 △85,170 △85,499

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,323 △85,562

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,981 22,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △201,220 △251,616

現金及び現金同等物の期首残高 831,938 899,126

現金及び現金同等物の四半期末残高 630,717 647,510
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該当事項はありません。 

   

   

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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年５月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△85,786千円には、セグメント間取引消去△4,142千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△81,643千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損失と調整を行っております。 

   

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年５月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△90,005千円には、セグメント間取引消去△5,475千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△84,530千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。 

  

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）セグメント情報等

  （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  1,540,532  123,038  1,663,570  －  1,663,570

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 727  216,512  217,240  △217,240  －

計  1,541,260  339,550  1,880,810  △217,240  1,663,570

セグメント利益  35,072  1,901  36,973  △85,786  △48,813

  （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  1,776,115  172,523  1,948,638  －  1,948,638

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 469  331,305  331,775  △331,775  －

計  1,776,584  503,828  2,280,413  △331,775  1,948,638

セグメント利益  116,353  18,565  134,918  △90,005  44,913

（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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