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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年8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 ％

26年3月期第2四半期 4,070 1.5 25 △74.9 47 △63.0 11 △90.9
25年2月期第2四半期 4,010 8.8 102 ― 127 620.9 121 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 178百万円 （33.3％） 25年2月期第2四半期 133百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 1.00 ―
25年2月期第2四半期 11.03 ―

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

26年3月期第2四半期 10,286 9,363 91.0 850.46
25年2月期 10,082 9,284 92.1 843.25
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  9,363百万円 25年2月期  9,284百万円

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  
（注）平成26年３月期の配当予想については、決算期変更に伴い、13ヶ月の変則決算を前提としております。 

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

25年2月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 9.00 9.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）当期は決算期の変更（２月28日を３月31日）に伴い、平成25年３月１日から平成26年３月31日までの13ヶ月の変則決算となるので、対前年増減比率は記載
しておりません。 

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 8,940 ― 209 ― 260 ― 212 ― 19.25



(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 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規制」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料の３ページ 「２．サマリー 
情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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３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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 11,041,277 株 25年2月期 11,041,277 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 30,938 株 25年2月期 30,639 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 11,010,381 株 25年2月期2Q 11,010,726 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、世界的な金融緩和等に支えられ、不確実性はあるものの、緩や

かに回復してきております。 

 わが国経済は、日銀による量的金融緩和の効果もあり、円安と株高が進展した結果、輸出と個人消費などの後押

しを受けながら緩やかな回復がみられました。しかしながら円安による物価の上昇が燃料価格のほか、食品や日用

品等に現れ始めており、先行き不透明な状況が続いております。 

 食品業界におきましては、依然として食品原料の価格が高い水準にあり、消費マインドの持ち直しが期待されて

はいるものの、消費者の節約志向による慎重な購買姿勢が継続しており、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。 

 売上高に関しましては、国内では政府による経済対策効果への期待から景況感が改善され、外食営業部門におい

ては、ペッパー等の主力製品が順調に推移しました。広域営業部門においては、一部大手需要家への販売が落ち込

み前年同期をやや下回りました。一方、海外においては、マレーシア国内向けの販売などが好調で、売上高は前年

同期を上回りました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期をわずかに上回りました。

 利益に関しましては、経費の削減を進めましたが、一部原材料価格が高止まりのまま推移し、かつ円安による影

響が大きかったことから、営業利益が前年同期を大幅に下回りました。また、営業外費用にたな卸資産廃棄損を計

上し、特別損失に固定資産除却損を計上したことにより経常利益と四半期純利益が、それぞれ前年同期を大幅に下

回りました。 

   

（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 204百万円増加し、10,286百万

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 364百万円、たな卸資産の増加額 122百万円、その

他の流動資産の増加額 38百万円、無形固定資産の増加額 14百万円、現金及び預金の減少額 325百万円、有形固定

資産の減少額 12百万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 125百万円増加し、923百万円となりました。これは主として買

掛金の増加額 97百万円、その他の流動負債の増加額 38百万円、未払法人税等の減少額９百万円等によるもので

す。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 79百万円増加し、9,363百万円となりました。これは主として

繰延ヘッジ損益の増加額６百万円、利益剰余金の減少額 88百万円、為替換算調整勘定（借方残高）が 160百万円

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２四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 

325百万円減少し、944百万円となりました。 

 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 170百万円（前年同期は５百万円）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 19百万円、減価償却費 138百万円、仕入債務の増加額 94百万円、固定資産除却損 27百万円、退職

給付引当金の増加額５百万円、利息及び配当金の受取額４百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額 351百

万円、たな卸資産の増加額 73百万円、法人税等の支払額 19百万円、為替差益９百万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 104百万円（前年同期は 42百万円）となりました。これは主として定期預金の

払戻による収入 1,000百万円、貸付けによる支出 1,000百万円、有形固定資産の取得による支出 87百万円、無形

固定資産の取得による支出 11百万円、その他の支出４百万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 99百万円（前年同期は 88百万円）となりました。これは主として配当金の支払

額 99百万円によるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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25年４月10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。

なお、当期は決算期の変更（２月28日を３月31日）に伴い、平成25年３月１日から平成26年３月31日までの13ヶ月

の変則決算でありますので、対前年増減比率は記載しておりません。 

  

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微

であります。 

  

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,269,611 944,207

受取手形及び売掛金 1,490,883 1,855,194

商品及び製品 1,134,511 1,190,317

原材料及び貯蔵品 860,068 927,130

関係会社短期貸付金 453,295 1,454,358

繰延税金資産 73,071 70,948

その他 35,336 74,208

貸倒引当金 △363 △635

流動資産合計 5,316,414 6,515,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,409,917 2,382,702

その他（純額） 1,222,101 1,237,090

有形固定資産合計 3,632,019 3,619,792

無形固定資産 75,476 89,610

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 －

その他 67,238 70,655

貸倒引当金 △8,842 △8,842

投資その他の資産合計 1,058,395 61,812

固定資産合計 4,765,891 3,771,216

資産合計 10,082,306 10,286,945
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 353,851 451,654

未払法人税等 30,117 21,115

賞与引当金 65,726 64,737

その他 254,387 293,246

流動負債合計 704,083 830,754

固定負債   

繰延税金負債 4,027 4,035

退職給付引当金 74,436 80,057

その他 15,032 8,233

固定負債合計 93,496 92,325

負債合計 797,579 923,080

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 4,046,678 3,958,591

自己株式 △23,894 △24,066

株主資本合計 9,692,344 9,604,086

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,575 5,697

繰延ヘッジ損益 － 6,337

為替換算調整勘定 △413,193 △252,255

その他の包括利益累計額合計 △407,618 △240,221

純資産合計 9,284,726 9,363,865

負債純資産合計 10,082,306 10,286,945
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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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 4,010,973 4,070,675

売上原価 2,985,016 3,077,778

売上総利益 1,025,956 992,896

販売費及び一般管理費 923,449 967,211

営業利益 102,506 25,685

営業外収益   

受取利息 2,551 4,536

受取家賃 17,724 15,450

持分法による投資利益 1,899 2,269

為替差益 2,185 10,750

その他 10,562 8,695

営業外収益合計 34,922 41,702

営業外費用   

賃貸費用 3,175 2,897

たな卸資産廃棄損 2,857 11,608

その他 4,203 5,823

営業外費用合計 10,235 20,329

経常利益 127,193 47,058

特別利益   

固定資産売却益 2,670 －

特別利益合計 2,670 －

特別損失   

固定資産除却損 － 27,536

特別損失合計 － 27,536

税金等調整前四半期純利益 129,864 19,521

法人税、住民税及び事業税 9,965 10,341

法人税等調整額 △1,524 △1,829

法人税等合計 8,441 8,512

少数株主損益調整前四半期純利益 121,423 11,008

四半期純利益 121,423 11,008
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 121,423 11,008

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △824 122

繰延ヘッジ損益 593 6,337

為替換算調整勘定 12,673 160,938

その他の包括利益合計 12,442 167,397

四半期包括利益 133,865 178,406

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 133,865 178,406

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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25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 129,864 19,521

減価償却費 175,438 138,793

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,887 △988

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,500 5,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 272

受取利息及び受取配当金 △3,151 △5,053

為替差損益（△は益） 2,606 △9,615

持分法による投資損益（△は益） △1,899 △2,269

固定資産売却損益（△は益） △2,670 －

固定資産除却損 － 27,536

売上債権の増減額（△は増加） △139,120 △351,444

たな卸資産の増減額（△は増加） △190,438 △73,617

仕入債務の増減額（△は減少） 23,994 94,534

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,723 1,357

その他 △8,859 △52

小計 2,900 △155,404

利息及び配当金の受取額 10,408 4,651

法人税等の支払額 △19,447 △19,924

法人税等の還付額 660 5

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,479 △170,673

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △49,909 △87,988

有形固定資産の売却による収入 12,000 －

無形固定資産の取得による支出 △3,405 △11,000

投資有価証券の取得による支出 △413 △421

貸付けによる支出 － △1,000,000

その他 △604 △4,863

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,331 △104,273

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 △63 △171

配当金の支払額 △88,002 △99,039

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,065 △99,210

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,318 48,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,556 △325,403

現金及び現金同等物の期首残高 899,126 1,269,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 766,569 944,207
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額△168,415千円には、セグメント間取引消去 2,473千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△170,889千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。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年８月31日） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額△179,339千円には、セグメント間取引消去△13,205千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△166,133千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。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  3,668,443  342,529  4,010,973  －  4,010,973

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,617  547,864  550,482  △550,482  －

計  3,671,061  890,394  4,561,455  △550,482  4,010,973

セグメント利益  240,779  30,143  270,922  △168,415  102,506

  （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  3,705,721  364,953  4,070,675  －  4,070,675

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,968  656,690  659,659  △659,659  －

計  3,708,690  1,021,643  4,730,334  △659,659  4,070,675

セグメント利益  145,846  59,177  205,024  △179,339  25,685
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