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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 8,484 △1.5 923 15.4 917 17.4 508 11.6
23年3月期第2四半期 8,611 6.6 800 52.6 781 64.0 455 82.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 557百万円 （23.8％） 23年3月期第2四半期 450百万円 （―％）

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2四半期 50.84 ―

23年3月期第2四半期 45.55 ―

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2四半期 19,516 13,517 67.9 1,326.32
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2四半期  13,258百万円 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 ― 7.00

24年3月期（予想） ― 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、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  ：  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 16,920 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レビューの対象外であり、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おります。 

※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、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2Q 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2Q 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2Q 9,996,418 株 23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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による落ち込みの後、そこからの回復基調が

続いておりますが、その回復ペースは鈍化してきております。また欧州の政府債務と金融機関に対する金融市場

の不安が強まる中、円高の進行と世界経済の悪化による経済環境の先行きに対する懸念が強まっております。 

 香料業界におきましては、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、東日本大震災の影響によるユーザーの生産品目の絞り込みや夏場後半の天候不順等の影響

があり、国内市場は厳しい状況にありました。  

  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対応した生産・販売活動を行ってまいり

ました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、震災・円高の影響等による調合香料事業のフレーバ

ーと合成香料の売上減少により8,484百万円（前年同期比1.5％減）となりました。利益につきましては、合成香

料とフレーバーは減益となりましたが、ケミカル製品と調合香料事業のフレグランスの売上増とコストダウン、

営業費の減少により、営業利益は923百万円（同15.4％増）、経常利益は917百万円（同17.4％増）、四半期純利

益は508百万円（同11.6％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21百万円計上し

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２四半期末の資産の残高は19,516百万円となり、前連結会計年度末と比較して659百万円増加しました。こ

れは主に、受取手形及び売掛金の増加449百万円、たな卸資産の増加387百万円、固定資産の減少168百万円などに

よるものです。 

（負債） 

 当第２四半期末の負債の残高は5,998百万円となり、前連結会計年度末と比較して177百万円増加しました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金の増加363百万円、未払法人税等の減少80百万円、その他流動負債の減少107百万

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13,517百万円となり、前連結会計年度末と比較して482百万円増加しました。

これは主に、利益剰余金の増加438百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は67.9％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23年８月３日発表時の業績予想の修正は行っておりません。 

  

  

  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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,956 4,945

受取手形及び売掛金 4,127 4,576

商品及び製品 1,224 1,258

仕掛品 1,058 1,224

原材料及び貯蔵品 1,175 1,362

その他 406 413

貸倒引当金 △9 △15

流動資産合計 12,938 13,766

固定資産   

有形固定資産 4,428 4,268

無形固定資産 99 90

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,392 1,395

貸倒引当金 △1 △4

投資その他の資産合計 1,390 1,391

固定資産合計 5,918 5,750

資産合計 18,856 19,516

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,890 2,253

短期借入金 500 531

未払法人税等 407 327

賞与引当金 391 390

役員賞与引当金 11 7

災害損失引当金 31 4

その他 563 455

流動負債合計 3,795 3,969

固定負債   

退職給付引当金 1,794 1,775

役員退職慰労引当金 126 141

その他 104 111

固定負債合計 2,024 2,028

負債合計 5,820 5,998



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９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 10,360

自己株式 △2 △2

株主資本合計 12,867 13,305

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70 75

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △129 △121

その他の包括利益累計額合計 △59 △46

少数株主持分 227 259

純資産合計 13,035 13,517

負債純資産合計 18,856 19,516



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,611 8,484

売上原価 5,873 5,668

売上総利益 2,738 2,815

販売費及び一般管理費 1,937 1,892

営業利益 800 923

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 13 9

受取保険金 － 6

その他 9 10

営業外収益合計 28 29

営業外費用   

支払利息 4 1

休止固定資産減価償却費 38 29

その他 3 5

営業外費用合計 46 35

経常利益 781 917

特別損失   

固定資産除却損 5 9

投資有価証券評価損 6 －

災害による損失 － 21

貸倒引当金繰入額 － 2

特別損失合計 12 33

税金等調整前四半期純利益 769 883

法人税等 277 342

少数株主損益調整前四半期純利益 491 541

少数株主利益 36 32

四半期純利益 455 508



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 491 541

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14 5

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △27 11

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 △41 16

四半期包括利益 450 557

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 422 520

少数株主に係る四半期包括利益 27 36



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 769 883

減価償却費 298 269

のれん償却額 8 8

固定資産除却損 3 2

投資有価証券評価損益（△は益） 6 －

災害損失 － 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 8

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 △1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24 △3

受取利息及び受取配当金 △18 △13

支払利息 4 1

売上債権の増減額（△は増加） △702 △444

たな卸資産の増減額（△は増加） 11 △385

仕入債務の増減額（△は減少） 369 360

その他 △93 △69

小計 649 633

利息及び配当金の受取額 14 13

利息の支払額 △5 △1

災害損失の支払額 － △48

法人税等の支払額 △215 △408

営業活動によるキャッシュ・フロー 444 189

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 △8 △8

有形固定資産の取得による支出 △172 △134

無形固定資産の取得による支出 △6 △7

その他 △70 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △257 △165

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） 327 131

長期借入金の返済による支出 △200 △100

配当金の支払額 △59 △69

少数株主への配当金の支払額 △9 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 57 △43

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230 △10

現金及び現金同等物の期首残高 3,604 4,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,835 4,945



 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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