
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  4,294  13.8  378  65.0  373  84.9  214  96.5

22年３月期第１四半期  3,773  △25.5  229  △68.9  202  △72.8  109  △75.6

  
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 

23年３月期第１四半期  21  44  －  －

22年３月期第１四半期  10  91  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  18,870  12,469  64.9  1,225  42

22年３月期  18,286  12,296  66.1  1,209  60

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 12,249百万円 22年３月期 12,091百万円

  
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 

22年３月期  －  －  6 00 － － 6 00  12  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  7 00 － － 7 00  14  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  8,390  3.8  710  35.4  685  43.7  365  46.1  36  51

通期  16,200  0.5  1,310  16.9  1,245  21.9  695  23.0  69  52



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。 

 （１）当四半期中における重要な子会社の異動  無 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
 （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有 
   （注）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の有無となります。 
  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

  ② ①以外の変更         無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、（添付資料）Ｐ．２「（3）連結業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 10,000,000株 22年３月期 10,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,508株 22年３月期 3,508株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,996,492株 22年３月期１Ｑ 9,996,492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わが国経済は、新興国向けを中心とした輸出増による回復基調を続けてお

りますが、雇用・所得環境は依然厳しい状況下にあり、設備投資の回復も緩やかなものとなっております。また

足元の円高傾向や欧州の財政危機の世界経済への影響等、経済環境の先行きは依然不透明な状況にあります。  

 香料業界におきましても、不況による 終製品の消費低迷や消費者の低価格志向を背景とした製品価格の低下

により、国内市場の売上は伸び悩んでおります。  

  このような状況下、当社グループは収益改善に努め、生産・販売・研究・開発が一体となって、製品開発にお

ける顧客ニーズへの対応力を強化してまいりました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間は、合成香料・ケミカル事業の販売量回復とそれに伴う工場の稼働率向

上に加え、中国を中心とする海外事業での販売増も寄与し、売上高は4,294百万円（前年同四半期比13.8％

増）、営業利益は378百万円（同65.0％増）、経常利益は373百万円（同84.9％増）、四半期純利益も214百万円

（同96.5％増）となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の資産残高は18,870百万円となり、前連結会計年度末と比較して583百万円増加し

ました。これは現金及び預金の減少71百万円、受取手形及び売掛金の増加580百万円、たな卸資産の増加136百万

円、固定資産の減少85百万円などによるものです。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債の残高は6,401百万円となり、前連結会計年度末と比較して411百万円増加

しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加519百万円、借入金の減少100百万円などによるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の残高は12,469百万円となり、前連結会計年度末と比較して172百万円増

加しました。これは主に、利益剰余金の増加154百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は64.9％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、下期を中心に大幅な回復を見込んでいた合成香

料・ケミカル事業の電子材料が市場の競争激化の影響により、当初計画より減収となることが予想されるため、

売上高の予想を修正いたします。通期の当期純利益につきましては、合成香料の拡販と製造・営業費用の削減等

に努め、当初予想（平成22年５月10日公表）を変更いたしません。 

 なお、当該予想に関する詳細は、本日公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご参照下さい。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

 ・固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

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引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、税引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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①「資産除去債務に関する会計基準の適用」 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

  

 ②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

  当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

  なお、これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,532,790 3,604,701

受取手形及び売掛金 4,872,752 4,292,542

商品及び製品 1,367,168 1,160,668

仕掛品 1,314,177 1,523,073

原材料及び貯蔵品 1,275,515 1,136,815

その他 336,552 306,763

貸倒引当金 △18,783 △14,270

流動資産合計 12,680,172 12,010,294

固定資産   

有形固定資産 4,651,935 4,753,423

無形固定資産 107,507 114,747

投資その他の資産 1,431,255 1,408,504

固定資産合計 6,190,699 6,276,676

資産合計 18,870,872 18,286,971

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,429,095 1,909,470

短期借入金 600,000 400,000

未払法人税等 162,653 212,864

賞与引当金 178,360 374,206

役員賞与引当金 2,868 8,979

その他 923,645 638,983

流動負債合計 4,296,623 3,544,504

固定負債   

長期借入金 100,000 400,000

退職給付引当金 1,796,360 1,819,678

役員退職慰労引当金 104,298 113,190

その他 103,871 112,608

固定負債合計 2,104,530 2,445,477

負債合計 6,401,153 5,989,982



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,490,000 1,490,000

資本剰余金 1,456,855 1,456,855

利益剰余金 9,280,638 9,126,267

自己株式 △2,361 △2,361

株主資本合計 12,225,132 12,070,761

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 105,856 114,347

繰延ヘッジ損益 1,193 △760

為替換算調整勘定 △82,292 △92,627

評価・換算差額等合計 24,757 20,959

少数株主持分 219,829 205,268

純資産合計 12,469,719 12,296,989

負債純資産合計 18,870,872 18,286,971



（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,773,693 4,294,625

売上原価 2,587,398 2,939,890

売上総利益 1,186,294 1,354,735

販売費及び一般管理費 956,647 975,830

営業利益 229,647 378,904

営業外収益   

受取利息 587 2,460

受取配当金 4,315 9,092

その他 2,305 5,181

営業外収益合計 7,208 16,734

営業外費用   

支払利息 4,240 1,462

債権売却損 240 －

休止固定資産減価償却費 25,408 19,198

その他 4,920 1,485

営業外費用合計 34,810 22,146

経常利益 202,045 373,492

特別損失   

固定資産除却損 1,496 2,228

特別損失合計 1,496 2,228

税金等調整前四半期純利益 200,549 371,263

法人税等 87,018 137,736

少数株主損益調整前四半期純利益 － 233,527

少数株主利益 4,459 19,177

四半期純利益 109,070 214,349



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 200,549 371,263

減価償却費 170,043 148,358

のれん償却額 4,090 4,090

固定資産除却損 1,496 1,713

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,236 4,313

賞与引当金の増減額（△は減少） △212,486 △196,026

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,385 △6,111

退職給付引当金の増減額（△は減少） △93,717 △32,209

受取利息及び受取配当金 △4,903 △11,553

支払利息 4,240 1,462

売上債権の増減額（△は増加） △192,282 △564,940

たな卸資産の増減額（△は増加） 90,301 △130,628

仕入債務の増減額（△は減少） 96,697 508,224

その他の流動負債の増減額（△は減少） 487,841 322,375

その他 28,300 △4,510

小計 575,024 415,822

利息及び配当金の受取額 4,171 8,037

利息の支払額 △1,176 △2,039

法人税等の支払額 △294,678 △188,549

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,341 233,270

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2,503 △2,517

有形固定資産の取得による支出 △529,172 △86,198

無形固定資産の取得による支出 △600 △635

その他 1,312 △49,972

投資活動によるキャッシュ・フロー △530,963 △139,323

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 100,000

長期借入れによる収入 400,000 －

長期借入金の返済による支出 － △200,000

配当金の支払額 △79,973 △59,984

少数株主への配当金の支払額 △10,113 △9,454

財務活動によるキャッシュ・フロー 409,913 △169,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,825 3,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,116 △71,910

現金及び現金同等物の期首残高 2,720,889 3,604,701

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

39,988 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,928,995 3,532,790



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（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
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