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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 4,357 1.5 585 54.5 586 56.9 318 48.5
23年3月期第1四半期 4,294 13.8 378 65.0 373 84.9 214 96.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 364百万円 （50.5％） 23年3月期第1四半期 242百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 31.83 ―

23年3月期第1四半期 21.44 ―

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

24年3月期第1四半期 19,623 13,325 66.6 1,308.22
23年3月期 18,856 13,035 67.9 1,281.25

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,077百万円 23年3月期  12,807百万円

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

23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（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

第2四半期(累計) 8,650 0.4 990 23.7 990 26.6 550 20.8 55.02
通期 16,920 0.5 1,520 △4.0 1,520 △0.2 860 △7.2 86.03



(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  ：  有  
詳細は、添付資料Ｐ２．サマリー情報（その他）に関する事項をご覧ください。 

(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 
(1) 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。業績予想につきましては、（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。 
(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当第１四半期連結累計期間 
   より百万円単位をもって記載することに変更しました。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,582 株 23年3月期 3,582 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,996,418 株 23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、東日本大震災の影響による急激な落ち込みから、サプライ

チェーンの復旧による生産活動の回復により持ち直しつつあります。一方、国内電力の供給制限、欧米の債務問

題等世界的な経済の減速懸念や円高の継続等、経済環境の先行きは依然不透明な状況にあります。  

 国内香料業界におきましても、消費者の低価格志向を背景とした製品価格の低下、主要購買層である若年層の

減少等社会的環境に加え、震災の影響によるユーザーの生産品目の絞り込み等の影響もあ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するとともに、夏場の電力供給制限に向けた生産・販売対応を行ってまいりま

した。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、調合香料事業の製品売上高と海外事業の売上高の増

加により4,357百万円（前年同期比1.5％増）となりました。利益につきましては、製品売上高の増加と夏期節電

対策としての備蓄生産増等によるコストダウンにより、営業利益は585百万円（同54.5％増）、経常利益は586百

万円（同56.9％増）、四半期純利益も318百万円（同48.5％増）となりました。なお東日本大震災による災害損

失を特別損失に18百万円計上しております。 

（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19,623百万円となり、前連結会計年度末と比較して767百万円増加し

ました。これは現金及び預金の減少190百万円、受取手形及び売掛金の増加617百万円、たな卸資産の増加487百万

円、固定資産の減少117百万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6,298百万円となり、前連結会計年度末と比較して477百万円増加

しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加502百万円によるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の残高は13,325百万円となり、前連結会計年度末と比較して289百万円増

加しました。これは主に、利益剰余金の増加248百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は66.6％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第2四半期累計期間の連結業績予想につきましては、前回予想（平成23年5月10日公表）に対し、調合香料事業と

合成香料・ケミカル事業の製品売上高増とそれらに伴う製造コストダウンにより増収、増益の見込みであります。

 通期の連結業績予想につきましては、下期において調合香料事業の製品売上高減と合成香料・ケミカル事業の受

託製品の売上高減及び取扱い商品の売上高減が見込まれ、利益も減益となる見込みであります。通期では、売上高

は取扱い商品の減収のため若干減少しますが、利益については製造コストダウンによる増益が予想され、前回予想

を修正いたします。 

 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。 

  

  

  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当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。  

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,956 4,765

受取手形及び売掛金 4,127 4,744

商品及び製品 1,224 1,338

仕掛品 1,058 1,264

原材料及び貯蔵品 1,175 1,342

その他 406 383

貸倒引当金 △9 △15

流動資産合計 12,938 13,822

固定資産   

有形固定資産 4,428 4,322

無形固定資産 99 91

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,390 1,388

貸倒引当金 － △1

投資その他の資産合計 1,390 1,386

固定資産合計 5,918 5,800

資産合計 18,856 19,623

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,890 2,392

短期借入金 500 467

未払法人税等 407 258

賞与引当金 391 198

役員賞与引当金 11 3

災害損失引当金 31 42

その他 563 928

流動負債合計 3,795 4,290

固定負債   

退職給付引当金 1,794 1,771

役員退職慰労引当金 126 133

その他 104 102

固定負債合計 2,024 2,007

負債合計 5,820 6,298



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,490 1,490

資本剰余金 1,456 1,456

利益剰余金 9,922 10,170

自己株式 △2 △2

株主資本合計 12,867 13,115

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70 77

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △129 △115

その他の包括利益累計額合計 △59 △37

少数株主持分 227 247

純資産合計 13,035 13,325

負債純資産合計 18,856 19,623



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,294 4,357

売上原価 2,939 2,813

売上総利益 1,354 1,544

販売費及び一般管理費 975 958

営業利益 378 585

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 9 4

為替差益 1 8

その他 4 1

営業外収益合計 16 16

営業外費用   

支払利息 1 0

休止固定資産減価償却費 19 14

その他 1 0

営業外費用合計 22 15

経常利益 373 586

特別損失   

固定資産除却損 2 7

災害による損失 － 18

特別損失合計 2 25

税金等調整前四半期純利益 371 560

法人税等 137 223

少数株主損益調整前四半期純利益 233 336

少数株主利益 19 18

四半期純利益 214 318



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 233 336

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8 6

繰延ヘッジ損益 1 △0

為替換算調整勘定 14 21

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 8 27

四半期包括利益 242 364

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 218 339

少数株主に係る四半期包括利益 24 24



 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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