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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 8,611 6.6 800 52.6 781 64.0 455 82.3
22年3月期第2四半期 8,080 △20.7 524 △64.8 476 △68.3 249 △72.6

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2四半期 45.55 ―

22年3月期第2四半期 24.98 ―

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2四半期 19,034 12,677 65.4 1,245.85
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2四半期  12,454百万円 22年3月期  12,091百万円

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  
 

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 ― 7.00

23年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 16,200 0.5 1,310 16.9 1,245 21.9 695 23.0 69.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  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2Q  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2Q  9,996,492株 22年3月期2Q  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２四半期におけるわが国経済は、緩やかな回復を続けてきましたが、海外経済の減速や円高の進行を背景

とした輸出の減速を主因に、回復ペースは鈍化してきております。個人消費は、猛暑効果や景気対策の補助金終

了前の駆け込み需要などから夏場にかけて強めの動きとなりましたが、雇用・所得環境は依然厳しい状況にあ

り、設備投資は、企業の投資姿勢が依然慎重で、その回復は緩やかなものとなっております。 

 香料業界におきましても、夏場の猛暑による飲料用香料等の需要増はあったものの、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、国内市場は厳しい状況にあります。 

  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２四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、調合香料事業のフレーバー製品の販売増により、売上高は8,611百万円（前年同四半期比6.6％増）、営業利

益は800百万円（同52.6％増）、経常利益は781百万円（同64.0％増）、四半期純利益も455百万円（同82.3％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２四半期末の資産残高は19,034百万円となり、前連結会計年度末と比較して747百万円増加しました。これ

は主に、現金及び預金の増加230百万円、受取手形及び売掛金の増加682百万円、有形固定資産の減少190百万円な

どによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期末の負債の残高は6,356百万円となり、前連結会計年度末と比較して366百万円増加しました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金の増加359百万円などによるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期末の純資産の残高は12,677百万円となり、前連結会計年度末と比較して380百万円増加しました。

これは主に、利益剰余金の増加395百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は65.4％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当期の今後の見通しにつきましては、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見

直しを行った結果、現段階では平成22年８月４日発表時の業績予想の修正は行っておりません。 

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 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２四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」  

  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  

  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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,835,677 3,604,701

受取手形及び売掛金 4,974,553 4,292,542

商品及び製品 1,427,780 1,160,668

仕掛品 1,155,774 1,523,073

原材料及び貯蔵品 1,219,125 1,136,815

その他 336,184 306,763

貸倒引当金 △18,515 △14,270

流動資産合計 12,930,580 12,010,294

固定資産   

有形固定資産 4,562,489 4,753,423

無形固定資産 105,531 114,747

投資その他の資産 1,435,755 1,408,504

固定資産合計 6,103,777 6,276,676

資産合計 19,034,357 18,286,971

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,269,407 1,909,470

短期借入金 821,680 400,000

未払法人税等 262,211 212,864

賞与引当金 388,090 374,206

役員賞与引当金 6,319 8,979

その他 492,728 638,983

流動負債合計 4,240,438 3,544,504

固定負債   

長期借入金 100,000 400,000

退職給付引当金 1,796,785 1,819,678

役員退職慰労引当金 112,033 113,190

その他 107,401 112,608

固定負債合計 2,116,220 2,445,477

負債合計 6,356,658 5,989,982



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 9,521,584 9,126,267

自己株式 △2,361 △2,361

株主資本合計 12,466,078 12,070,761

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,971 114,347

繰延ヘッジ損益 △76 △760

為替換算調整勘定 △111,840 △92,627

評価・換算差額等合計 △11,946 20,959

少数株主持分 223,567 205,268

純資産合計 12,677,699 12,296,989

負債純資産合計 19,034,357 18,286,971



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,080,321 8,611,495

売上原価 5,678,357 5,873,177

売上総利益 2,401,964 2,738,317

販売費及び一般管理費 1,877,472 1,937,892

営業利益 524,491 800,425

営業外収益   

受取利息 1,717 4,824

受取配当金 8,068 13,461

その他 7,439 9,932

営業外収益合計 17,225 28,219

営業外費用   

支払利息 8,781 4,812

債権売却損 426 －

休止固定資産減価償却費 50,803 38,402

その他 5,087 3,573

営業外費用合計 65,098 46,788

経常利益 476,619 781,856

特別損失   

固定資産除却損 2,376 5,370

投資有価証券評価損 － 6,998

特別損失合計 2,376 12,368

税金等調整前四半期純利益 474,242 769,487

法人税等 203,671 277,613

少数株主損益調整前四半期純利益 － 491,873

少数株主利益 20,811 36,577

四半期純利益 249,758 455,296



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 474,242 769,487

減価償却費 342,072 298,250

のれん償却額 8,181 8,181

固定資産除却損 2,356 3,764

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,998

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,927 4,673

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,215 14,389

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,766 △2,659

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64,455 △24,050

受取利息及び受取配当金 △9,785 △18,286

支払利息 8,781 4,812

売上債権の増減額（△は増加） △766,953 △702,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 674,623 11,088

仕入債務の増減額（△は減少） 160,385 369,465

その他の流動負債の増減額（△は減少） 85,341 －

その他 △8,115 △93,290

小計 847,620 649,903

利息及び配当金の受取額 9,542 14,758

利息の支払額 △8,519 △5,210

法人税等の支払額 △308,793 △215,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 539,849 444,166

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 △7,900 △8,476

有形固定資産の取得による支出 △701,443 △172,334

無形固定資産の取得による支出 △1,080 △6,908

その他 1,612 △70,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △708,810 △257,865

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） 69,700 327,120

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 △79,987 △59,924

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 379,599 57,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,641 △13,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 217,279 230,976

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 2,978,158 3,835,677



 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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