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

25年2月期第3四半期 6,024 7.8 146 249.2 194 165.7 204 424.3
24年2月期第3四半期 5,589 △2.7 42 29.5 73 22.0 38 △15.8

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 247百万円 （―％） 24年2月期第3四半期 △85百万円 （―％）

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3四半期 18.53 ―
24年2月期第3四半期 3.53 ―

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

25年2月期第3四半期 9,988 9,169 91.8 832.80
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3四半期  9,169百万円 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 ― 0.00 ―
25年2月期（予想） 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、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   

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 8,100 7.5 200 26.2 250 22.9 215 67.0 19.53



(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
半期連結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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、本日（平成25年１月11日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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3Q 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3Q 30,639 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3Q 11,010,704 株 24年2月期3Q 11,011,751 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、中国などの新興国の経済成長の減速、欧米経済の停滞等を背

景に、全体として回復の動きはみられない状況が続いております。 

わが国経済は、海外経済の影響に加え、長びく円高、日中関係の悪化、資源高により、復興需要はあるものの

海外経済の弱さや内需にも明るさがみえない中、弱めに推移してきました。 

  食品業界におきましては、緩やかなデフレ市況の中、依然として食品原料の価格が高い水準にあり、厳しい状況

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。 

 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向けの販売が東日本大震災による落ち込みから回復し

たことにより、外食営業部門においては増収へ転じ、広域営業部門（前期加工営業部門）においては、大手需要家

への販売が伸長し、前年同期を上回りました。一方、海外では連結子会社における売上高が前年同期を上回りまし

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り、厳しい状況が続いているものの、販管費及び一般

管理費の削減により、収益性が向上し営業利益、経常利益、四半期純利益は、前年同期から大幅な改善を実現しま

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 206百万円増加し、9,988百万円となりまし

た。これは主としてたな卸資産の増加額 191百万円、受取手形及び売掛金の増加額 127百万円、現金及び預金の増

加額 32百万円、有形固定資産の減少額 145百万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 47百万円増加し、819百万円となりました。これは主として買掛

金の増加額 12百万円、退職給付引当金の増加額 11百万円、流動負債のその他の増加額 75百万円、賞与引当金の

減少額 44百万円、未払法人税等の減少額 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 158百万円増加し、9,169百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金の増加額 115百万円、繰延ヘッジ損益の増加額６百万円、為替換算調整勘定（借方残高）が 36百万

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 32百万円増加し、931百万円となりました。 

 当第３四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） 

 営業活動の結果得られた資金は 178百万円（前年同期は 212百万円）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 197百万円、減価償却費 264百万円、退職給付引当金の増加額 11百万円、仕入債務の増加額 10百

万円、その他の増加額 61百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額 179百万円、売上債権の増加額 124

百万円、賞与引当金の減少額 44百万円、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 71百万円（前年同期は 285百万円）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 73百万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 88百万円）となりました。これは主として配当金の支払

額 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25年２月期の連結業績予想につきましては、本日（平成25年１月11日）公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。   

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） 

 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（注記事項）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３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 899,126 931,957

受取手形及び売掛金 1,500,452 1,627,797

商品及び製品 1,117,359 1,208,809

原材料及び貯蔵品 705,728 806,272

繰延税金資産 67,300 84,753

その他 478,683 496,225

貸倒引当金 △368 △390

流動資産合計 4,768,283 5,155,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,495,958 2,417,528

その他（純額） 1,328,175 1,261,054

有形固定資産合計 3,824,134 3,678,582

無形固定資産 117,554 83,419

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 81,660 80,305

貸倒引当金 △8,791 △8,753

投資その他の資産合計 1,072,868 1,071,552

固定資産合計 5,014,557 4,833,553

資産合計 9,782,840 9,988,980
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 382,815 395,236

未払法人税等 29,651 22,242

賞与引当金 60,757 16,431

その他 222,570 297,802

流動負債合計 695,795 731,713

固定負債   

繰延税金負債 1,948 1,977

退職給付引当金 59,230 70,568

その他 15,175 15,080

固定負債合計 76,354 87,626

負債合計 772,150 819,339

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 4,069,515

自己株式 △23,805 △23,894

株主資本合計 9,599,297 9,715,181

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 2,183

繰延ヘッジ損益 － 6,110

為替換算調整勘定 △590,311 △553,834

その他の包括利益累計額合計 △588,606 △545,540

純資産合計 9,010,690 9,169,641

負債純資産合計 9,782,840 9,988,980
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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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

売上高 5,589,396 6,024,991

売上原価 4,097,808 4,486,157

売上総利益 1,491,587 1,538,834

販売費及び一般管理費 1,449,547 1,392,026

営業利益 42,040 146,807

営業外収益   

受取利息 5,963 3,790

受取家賃 26,810 26,610

持分法による投資利益 2,302 2,629

為替差益 － 14,837

その他 11,144 15,218

営業外収益合計 46,221 63,086

営業外費用   

賃貸費用 5,416 5,152

たな卸資産廃棄損 － 3,432

為替差損 4,859 －

その他 4,767 6,734

営業外費用合計 15,043 15,320

経常利益 73,218 194,573

特別利益   

固定資産売却益 － 2,670

受取保険金 19,131 －

特別利益合計 19,131 2,670

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 52,759 197,243

法人税、住民税及び事業税 13,943 14,968

法人税等調整額 △106 △21,785

法人税等合計 13,836 △6,817

少数株主損益調整前四半期純利益 38,922 204,060

四半期純利益 38,922 204,060
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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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,922 204,060

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,793 478

繰延ヘッジ損益 △397 6,110

為替換算調整勘定 △120,492 36,477

その他の包括利益合計 △124,682 43,065

四半期包括利益 △85,759 247,126

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,759 247,126

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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

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 52,759 197,243

減価償却費 281,422 264,421

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,340 △44,326

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,934 11,337

貸倒引当金の増減額（△は減少） △813 △15

受取利息及び受取配当金 △6,475 △4,496

受取保険金 △19,131 －

為替差損益（△は益） 1,544 △10,974

持分法による投資損益（△は益） △2,302 △2,629

固定資産除却損 11,876 －

固定資産売却損益（△は益） － △2,670

売上債権の増減額（△は増加） △24,257 △124,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,497 △179,394

仕入債務の増減額（△は減少） 16,525 10,855

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,244 9,192

その他 44,902 61,159

小計 203,901 185,698

利息及び配当金の受取額 6,716 11,528

法人税等の支払額 △19,420 △19,800

法人税等の還付額 2,349 660

保険金の受取額 19,131 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,678 178,086

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 △227,473 △73,542

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 △6,265 △5,125

投資有価証券の取得による支出 △555 △563

貸付けによる支出 △50,000 －

その他 △1,154 △4,509

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,448 △71,740

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 △396 △89

配当金の支払額 △88,195 △88,030

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,591 △88,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,283 14,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,645 32,830

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 645,292 931,957
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。   

   

 前第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。 

  

 当第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） 

（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。 

   

（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  5,130,304  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

  （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
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