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

26年3月期第1四半期 2,000 2.7 30 △32.4 60 12.2 54 2.7
25年2月期第1四半期 1,948 17.1 44 ― 54 ― 53 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 126百万円 （△21.6％） 25年2月期第1四半期 161百万円 （―％）

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1四半期 4.95 ―
25年2月期第1四半期 4.82 ―

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1四半期 10,144 9,311 91.8 845.74
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1四半期  9,311百万円 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  
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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 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、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  
（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。また、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、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 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   ：  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1Q 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1Q 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1Q 11,010,413 株 25年2月期1Q 11,010,759 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、世界的な金融緩和に支えられ全体として回復基調にあります

が、欧州での停滞やアジアでの足踏み等もあって、成長ペースはごく緩やかな状況です。 

わが国経済は、日銀による量的・質的金融緩和の効果もあり状況が好転し、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が、雇用・所得水準の先行き不安や円安による

輸入品価格の上昇等から、中小企業や一般消費者にとって景気回復感は限定的で、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、依然として緩やかなデフレ市況の中、食品原料の価格が高い水準にあり、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、国内では外食産業やレジャー産業が堅調に推移したことにより、外食営業部門において

は順調に推移しました。また広域営業部門においては前年同期並みの実績を確保しました。海外においては、日系

海外企業向けが不振で前年を下回りました。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

期より微増となりました。 

 利益に関しましては、一部食品原料の価格が高い水準にあるなか、円安による為替の影響を受けたこと、一時的

な費用として物流体制効率化のための物流センター移設費やマーケティング費用が発生したこと等により、営業利

益は前年同期を大きく下回りましたが、為替差益が営業外収益に計上されたこと等により経常利益は前年同期を上

回り、四半期純利益は前年同期をわずかに上回りました。 

   

（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 61百万円増加し、10,144百万円となりまし

た。これは主としてたな卸資産の増加額 169百万円、受取手形及び売掛金の増加額 88百万円、流動資産のその他

の増加額 47百万円、無形固定資産の増加額 14百万円、現金及び預金の減少額 259百万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 34百万円増加し、832百万円となりました。これは主として賞与

引当金の増加額 49百万円、買掛金の増加額 33百万円、退職給付引当金の増加額３百万円、未払法人税等の減少額 

15百万円、流動負債のその他の減少額 35百万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 27百万円増加し、9,311百万円となりました。これは主として

繰延ヘッジ損益の増加額 14百万円、利益剰余金の減少額 44百万円、為替換算調整勘定（借方残高）が 57百万円

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 259百万円減少し、1,010百万円となりました。 

 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 160百万円（前年同期は 150百万円）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 60百万円、減価償却費 67百万円、賞与引当金の増加額 49百万円、仕入債務の増加額 31百万円等

による資金の増加と、たな卸資産の増加額 130百万円、売上債権の増加額 78百万円、為替差益 11百万円、その他

の減少額 128百万円、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 40百万円（前年同期は 37百万円）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 24百万円、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 96百万円（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 96百万円によるものです。 

   

（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。また、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 

（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、当第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１四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１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,269,611 1,010,017

受取手形及び売掛金 1,490,883 1,579,547

商品及び製品 1,134,511 1,243,482

原材料及び貯蔵品 860,068 920,653

関係会社短期貸付金 453,295 1,453,552

繰延税金資産 73,071 65,891

その他 35,336 83,225

貸倒引当金 △363 △583

流動資産合計 5,316,414 6,355,787

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,409,917 2,419,423

その他（純額） 1,222,101 1,213,566

有形固定資産 3,632,019 3,632,989

無形固定資産 75,476 90,357

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 －

その他 67,238 73,712

貸倒引当金 △8,842 △8,843

投資その他の資産合計 1,058,395 64,869

固定資産合計 4,765,891 3,788,217

資産合計 10,082,306 10,144,004
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 353,851 387,292

未払法人税等 30,117 14,562

賞与引当金 65,726 114,774

その他 254,387 218,819

流動負債合計 704,083 735,449

固定負債   

繰延税金負債 4,027 3,942

退職給付引当金 74,436 77,679

その他 15,032 15,001

固定負債合計 93,496 96,623

負債合計 797,579 832,072

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 4,002,063

自己株式 △23,894 △24,066

株主資本合計 9,692,344 9,647,558

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 5,504

繰延ヘッジ損益 － 14,086

為替換算調整勘定 △413,193 △355,216

その他の包括利益累計額合計 △407,618 △335,626

純資産合計 9,284,726 9,311,931

負債純資産合計 10,082,306 10,144,004
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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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 1,948,638 2,000,567

売上原価 1,447,720 1,491,837

売上総利益 500,918 508,729

販売費及び一般管理費 456,004 478,376

営業利益 44,913 30,353

営業外収益   

受取利息 1,436 2,207

受取家賃 8,838 8,868

持分法による投資利益 1,171 1,035

為替差益 － 18,174

その他 3,715 4,590

営業外収益合計 15,162 34,876

営業外費用   

賃貸費用 1,197 1,197

たな卸資産廃棄損 2,857 1,772

為替差損 680 －

その他 1,156 1,450

営業外費用合計 5,891 4,420

経常利益 54,183 60,809

税金等調整前四半期純利益 54,183 60,809

法人税、住民税及び事業税 4,817 7,826

法人税等調整額 △3,665 △1,497

法人税等合計 1,151 6,328

少数株主損益調整前四半期純利益 53,031 54,480

四半期純利益 53,031 54,480
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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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 53,031 54,480

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,708 △71

繰延ヘッジ損益 △7,238 14,086

為替換算調整勘定 117,323 57,976

その他の包括利益合計 108,376 71,991

四半期包括利益 161,408 126,472

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 161,408 126,472

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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25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 54,183 60,809

減価償却費 87,318 67,074

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,540 49,047

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,844 3,243

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 220

受取利息及び受取配当金 △1,539 △2,312

為替差損益（△は益） △4,422 △11,741

持分法による投資損益（△は益） △1,171 △1,035

固定資産売却損益（△は益） － △2

売上債権の増減額（△は増加） △21,461 △78,412

たな卸資産の増減額（△は増加） △212,970 △130,157

仕入債務の増減額（△は減少） △33,256 31,008

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,101 △2,925

その他 △61,188 △128,549

小計 △133,050 △143,734

利息及び配当金の受取額 1,312 2,715

法人税等の支払額 △18,944 △19,281

営業活動によるキャッシュ・フロー △150,682 △160,299

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 △33,927 △24,254

有形固定資産の売却による収入 － 68

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 △150 △149

貸付けによる支出 － △1,000,000

その他 △93 △4,764

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,576 △40,100

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 △85,499 △96,487

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,562 △96,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 22,204 37,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △251,616 △259,593

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 647,510 1,010,017
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該当事項はありません。 

   

   

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。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△103,215千円には、セグメント間取引消去△26,747千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△76,468千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  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

  （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  1,831,887  168,680  2,000,567  －  2,000,567

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 163  403,404  403,568  △403,568  －

計  1,832,050  572,085  2,404,136  △403,568  2,000,567

セグメント利益  87,876  45,692  133,569  △103,215  30,353
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