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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12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 ％

22年9月期第1四半期 10,190 1.5 405 6.9 538 57.7 222 50.7
21年9月期第1四半期 10,039 ― 379 ― 341 ― 147 ―

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

22年9月期第1四半期 5.21 ―

21年9月期第1四半期 3.45 ―

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

22年9月期第1四半期 75,793 58,462 77.1 1,369.35
21年9月期 75,428 58,496 77.6 1,370.14

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  58,462百万円 21年9月期  58,496百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年9月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
連結累計期間

21,015 4.5 840 16.3 940 6.2 490 20.9 11.48

通期 44,260 2.3 2,450 △21.5 2,650 △17.0 1,660 △7.4 38.88
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4.  その他 

(1) 期中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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により上記の予想とは異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 42,708,154株 21年9月期  42,708,154株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  14,500株 21年9月期  14,330株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 42,693,739株 21年9月期第1四半期 42,694,320株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア地域を中心とした海外経済の改善や経済対策の効果等

により景気は持ち直してきているものの、自律性に乏しく、雇用情勢の悪化等が続き、厳しい状況にありました。 

一方、香料業界におきましては、国内市場の低迷、同業者間での競争激化、品質保証に対する要求強化など依然

として厳しい状況にありました。 

このような厳しい環境の中で、当社グループは製品の品質管理と安全性の確保を第一に、研究・技術開発力の一

層の向上に努め、当社独自の高品質・高付加価値製品の開発に注力してまいりました。 

当第１四半期連結会計期間におきましては、以下に示すとおりの結果となりました。 

 売上高は10,190百万円（前年同期比1.5％増）と増収となりました。 

 部門別に見ますと、フレグランス部門（製品：売上高1,272百万円、前年同期比2.8％減 商品：売上高145百万

円、前年同期比2.1％減）では、製品はハウスホールド製品向けの売上減を主因に前年同期比減少いたしました。商

品は化粧品向けの売上減を主因に前年同期比減少いたしました。 

 食品部門（製品：売上高8,069百万円、前年同期比0.9％増 商品：売上高702百万円、前年同期比20.8％増）で

は、製品は茶系飲料向けを始め、飲料向けの売上が増加したことを主因に前年同期比増加いたしました。商品はフ

ルーツ加工品の売上増を主因に前年同期比増加いたしました。 

 利益につきましては、営業利益は売上増及び売上原価率の改善による売上総利益の増加を主因に前年同期に比べ

26百万円（6.9％）増加し、405百万円となりました。経常利益は営業利益の増加に加え、前年同期に為替差損を計

上したのに対し、当期は為替差益を計上したことを主因に前年同期に比べ197百万円（57.7％）増加し、538百万円

となりました。また、特別損失に総合研究所建設に伴う既存設備の除却を主体とする固定資産廃棄損を計上いたし

ました。この結果、四半期純利益は前年同期に比べ74百万円（50.7％）増加し、222百万円となりました。 

 また、海外連結子会社は、長谷川香料（上海）有限公司の売上高は前年同期比7.8％の増収（現地通貨ベースでは

同12.9％の増収）、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.は同17.4％の減収（現地通貨ベースでは同11.3％の減収）となりまし

た。 

  

（資産の部） 

 前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が807百万円、受取手形及び売掛金が354百万円それぞれ減少し、一方、

有価証券が499百万円、有形固定資産合計が937百万円それぞれ増加しました。これらを主因に資産合計は前連結会

計年度末に比べ365百万円増加し75,793百万円となりました。 

（負債の部） 

 前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が351百万円、賞与引当金が771百万円それぞれ減少し、一方、流

動負債その他が1,550百万円増加しました。これらを主因に負債合計は前連結会計年度末に比べ399百万円増加し、

17,331百万円となりました。 

（純資産の部） 

 前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が204百万円減少し、一方、為替換算調整勘定が197百万円増加しました。

これらを主因に純資産合計は前連結会計年度末に比べ34百万円減少し、58,462百万円となりました。 

  

 平成21年11月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の実地棚卸の省略） 

 当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係る実地棚 

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態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

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,449 10,256

受取手形及び売掛金 14,708 15,063

有価証券 499 －

商品及び製品 5,544 5,365

仕掛品 40 143

原材料及び貯蔵品 4,111 4,042

その他 1,215 1,168

貸倒引当金 △0 △4

流動資産合計 35,569 36,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,609 10,952

その他（純額） 14,251 17,970

有形固定資産合計 29,860 28,923

無形固定資産   

その他 1,222 1,316

無形固定資産合計 1,222 1,316

投資その他の資産   

投資有価証券 7,340 7,379

その他 1,850 1,827

貸倒引当金 △48 △54

投資その他の資産合計 9,142 9,152

固定資産合計 40,224 39,393

資産合計 75,793 75,428

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,911 6,262

未払法人税等 184 73

賞与引当金 179 950

役員賞与引当金 － 3

その他 4,234 2,684

流動負債合計 10,509 9,974

固定負債   

退職給付引当金 5,783 5,927

役員退職慰労引当金 985 973

その他 52 56

固定負債合計 6,821 6,957

負債合計 17,331 16,931
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,364 5,364

資本剰余金 6,554 6,554

利益剰余金 45,340 45,545

自己株式 △23 △23

株主資本合計 57,236 57,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,467 2,494

為替換算調整勘定 △1,241 △1,438

評価・換算差額等合計 1,226 1,055

純資産合計 58,462 58,496

負債純資産合計 75,793 75,428
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,039 10,190

売上原価 6,980 6,999

売上総利益 3,058 3,190

販売費及び一般管理費 2,678 2,785

営業利益 379 405

営業外収益   

受取利息 18 5

受取配当金 70 66

為替差益 － 66

その他 54 18

営業外収益合計 143 157

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 147 －

設備賃貸費用 － 22

その他 33 1

営業外費用合計 181 25

経常利益 341 538

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 9

特別利益合計 0 9

特別損失   

固定資産廃棄損 9 241

投資有価証券評価損 28 －

その他 1 －

特別損失合計 38 241

税金等調整前四半期純利益 302 306

法人税等 155 84

四半期純利益 147 222
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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