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

26年3月期第3四半期 6,126 1.7 30 △79.2 74 △61.5 △20 ―
25年2月期第3四半期 6,024 7.8 146 249.2 194 165.7 204 424.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 87百万円 （△64.8％） 25年2月期第3四半期 247百万円 （―％）

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3四半期 △1.83 ―
25年2月期第3四半期 18.53 ―

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3四半期 10,290 9,272 90.1 842.16
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3四半期  9,272百万円 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  ：  有  
（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 8,650 ― 50 ― 110 ― 20 ― 1.82
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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（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則」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3Q 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3Q 31,029 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3Q 11,010,359 株 25年2月期3Q 11,010,704 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、全

体として緩やかに回復してきております。 

わが国経済は、政府の経済対策・金融政策の効果から、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輸入品価格の上昇や消費税増税による消

費低迷への懸念など、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、一部の商品で値上げの動きがあるもの

の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、外食営業部門においては堅調に推移しました。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わずかに下回りました。一方、海外においては、日系企業向けの販売が不振で、

現地通貨ベースで前年同期を下回りましたが、為替の影響により売上高は前年同期を上回りました。これらの結

果、当第３四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、かつ為替相場が想

定より円安に進行しており、また、営業外費用にたな卸資産廃棄損を計上したことにより、営業利益と経常利益が

前年同期を大幅に下回りました。四半期純利益は特別損失に固定資産除却損を計上したこと、加えて繰延税金資産

の回収可能性について慎重に検討した結果、一部取崩しを行ない、法人税等調整額に 52百万円計上したこと等に

より四半期純損失 20百万円となりました。 

   

（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３四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 208百万円増加し、10,290百万円となりまし

た。これは主として受取手形及び売掛金の増加額 328百万円、たな卸資産の増加額 202百万円、流動資産のその他

の増加額 25百万円、無形固定資産の増加額 19百万円、現金及び預金の減少額 307百万円、繰延税金資産の減少額 

57百万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 220百万円増加し、1,017百万円となりました。これは主として

買掛金の増加額 211百万円、退職給付引当金の増加額８百万円、流動負債のその他の増加額 62百万円、賞与引当

金の減少額 50百万円、未払法人税等の減少額 ８百万円、固定負債のその他の減少額 ４百万円等によるもので

す。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 12百万円減少し、9,272百万円となりました。これは主として

繰延ヘッジ損益の増加額 ８百万円、利益剰余金の減少額 119百万円、為替換算調整勘定（借方残高）が 97百万円

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３四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 

307百万円減少し、962百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果使用した資金は 17百万円（前年同期は 178百万円の獲得）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 47百万円、減価償却費 212百万円、仕入債務の増加額 210百万円、固定資産除却損 27百万

円、その他の増加額 46百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額 174百万円、売上債権の増加額 315百

万円、賞与引当金の減少額 50百万円、法人税等の支払額 19百万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 217百万円（前年同期は 71百万円）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 191百万円、無形

固定資産の取得による支出 20百万円、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、 近の業績動向等を踏まえ、平成25年４月10日に公表した通期の業績予想を修正

いたしております。 

 詳細につきましては、本日（平成26年１月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 なお、予想数値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。  

 また、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３四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３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,269,611 962,530

受取手形及び売掛金 1,490,883 1,819,370

商品及び製品 1,134,511 1,324,811

原材料及び貯蔵品 860,068 872,218

関係会社短期貸付金 453,295 1,455,156

繰延税金資産 73,071 15,574

その他 35,336 60,868

貸倒引当金 △363 △627

流動資産合計 5,316,414 6,509,901

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,409,917 2,357,525

その他（純額） 1,222,101 1,264,592

有形固定資産合計 3,632,019 3,622,118

無形固定資産 75,476 94,656

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 －

その他 67,238 72,321

貸倒引当金 △8,842 △8,613

投資その他の資産合計 1,058,395 63,707

固定資産合計 4,765,891 3,780,482

資産合計 10,082,306 10,290,384
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 353,851 565,151

未払法人税等 30,117 22,061

賞与引当金 65,726 15,085

その他 254,387 317,372

流動負債合計 704,083 919,670

固定負債   

繰延税金負債 4,027 4,659

退職給付引当金 74,436 82,745

その他 15,032 10,866

固定負債合計 93,496 98,271

負債合計 797,579 1,017,941

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 3,927,403

自己株式 △23,894 △24,115

株主資本合計 9,692,344 9,572,848

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 6,758

繰延ヘッジ損益 － 8,479

為替換算調整勘定 △413,193 △315,644

その他の包括利益累計額合計 △407,618 △300,406

純資産合計 9,284,726 9,272,442

負債純資産合計 10,082,306 10,290,384
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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24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 6,024,991 6,126,059

売上原価 4,486,157 4,652,552

売上総利益 1,538,834 1,473,506

販売費及び一般管理費 1,392,026 1,442,955

営業利益 146,807 30,550

営業外収益   

受取利息 3,790 6,923

受取家賃 26,610 20,905

持分法による投資利益 2,629 3,443

為替差益 14,837 23,959

その他 15,218 12,376

営業外収益合計 63,086 67,608

営業外費用   

賃貸費用 5,152 4,206

たな卸資産廃棄損 3,432 11,699

その他 6,734 7,312

営業外費用合計 15,320 23,218

経常利益 194,573 74,940

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 197,243 47,403

法人税、住民税及び事業税 14,968 15,379

法人税等調整額 △21,785 52,203

法人税等合計 △6,817 67,582

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（△）

204,060 △20,179

四半期純利益又は四半期純損失（△） 204,060 △20,179
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30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（△）

204,060 △20,179

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 478 1,183

繰延ヘッジ損益 6,110 8,479

為替換算調整勘定 36,477 97,549

その他の包括利益合計 43,065 107,212

四半期包括利益 247,126 87,032

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 247,126 87,032

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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25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 197,243 47,403

減価償却費 264,421 212,888

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,326 △50,641

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,337 8,309

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 35

受取利息及び受取配当金 △4,496 △7,541

為替差損益（△は益） △10,974 △3,671

持分法による投資損益（△は益） △2,629 △3,443

固定資産除却損 － 27,536

固定資産売却損益（△は益） △2,670 －

売上債権の増減額（△は増加） △124,003 △315,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △179,394 △174,821

仕入債務の増減額（△は減少） 10,855 210,827

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,192 △6,805

その他 61,159 46,008

小計 185,698 △9,497

利息及び配当金の受取額 11,528 11,000

法人税等の支払額 △19,800 △19,506

法人税等の還付額 660 95

営業活動によるキャッシュ・フロー 178,086 △17,909

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 △73,542 △191,956

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 △5,125 △20,485

投資有価証券の取得による支出 △563 △570

貸付けによる支出 － △1,000,000

その他 △4,509 △4,776

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,740 △217,787

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 △89 △221

配当金の支払額 △88,030 △99,063

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,120 △99,285

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,605 27,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,830 △307,080

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 931,957 962,530
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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３四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額△250,543千円には、セグメント間取引消去2,427千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△252,971千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３四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年11月30日） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額△250,972千円には、セグメント間取引消去△11,091千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△239,880千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  5,490,881  534,110  6,024,991  －  6,024,991

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 3,007  795,640  798,648  △798,648  －

計  5,493,888  1,329,751  6,823,640  △798,648  6,024,991

セグメント利益  345,210  52,140  397,351  △250,543  146,807

  （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  5,550,277  575,781  6,126,059  －  6,126,059

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,968  933,599  936,568  △936,568  －

計  5,553,246  1,509,381  7,062,627  △936,568  6,126,059

セグメント利益  201,765  79,756  281,522  △250,972  30,550
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