
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：  有
四半期決算説明会開催の有無        ：  有

(注)  直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無

(注)  直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無

平成24年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成23年11月14日

上場会社名 高砂香料工業株式会社 上場取引所 東

コード番号 4914 URL http://www.takasago.com/

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井垣  理太郎
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 笠松  弘典 TEL 03-5744-0516

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日
配当支払開始予定日 平成23年12月６日

(百万円未満切捨て)

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）
（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 59,932 △1.0 4,479 △12.2 4,452 △10.9 2,623 △21.1

23年３月期第２四半期 60,547 2.9 5,104 62.8 4,997 55.0 3,325 85.1

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 3,731百万円( ― ％) 23年３月期第２四半期 325百万円( ― ％)

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 26 15 ―

23年３月期第２四半期 33 13 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 121,672 55,839 44.9

23年３月期 119,334 52,637 43.2

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 54,634百万円 23年３月期 51,547百万円

２．配当の状況

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 ― ４ 00 ― ４ 00 ８ 00

24年３月期 ― ４ 00

24年３月期(予想) ― ４ 00 ８ 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)

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 115,000 0.1 4,600 △22.2 4,500 △24.9 2,900 △27.2 28 89



・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手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。

・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。

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

   (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

    新規  ―  社 (                        )、除外  ―  社 (                        )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

  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

（４）発行済株式数（普通株式）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 100,761,988株 23年３月期 100,761,988株

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 610,162株 23年３月期 407,142株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 100,323,784株 23年３月期２Ｑ 100,371,958株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における経済環境は、海外では、欧州・米国経済ともに緩やかな回復基

調が続いてきたものの、欧州の財政不安がもたらす世界的な景気減速懸念が広まってまいりました。

アジアでは民需主導で堅調な経済環境を維持していますが、世界景気全体としては先行き不透明な状

況で推移しております。わが国の経済は、緩やかなデフレ状態が継続し、また東日本大震災の影響に

より停滞していた生産活動についても、サプライチェーンの復旧や各種政策効果などを背景に持ち直

しが期待されるものの、海外景気の下振れリスクや円高の影響など、依然として楽観できない状況が

続いております。

香料業界全体では、中国や東南アジア他の成長市場が順調に業界を牽引し、欧米市場でも回復基調

が見られました。一方で当社を含む世界トップグループの香料会社による寡占化傾向の中でのシェア

争い、また、市場が成熟し、かつ継続的なデフレ状況下での国内の事業展開など、内外ともに非常に

厳しい競争環境が続いております。

このような中、当第２四半期連結累計期間の売上高は59,932百万円（前年同四半期比1.0％減）、

営業利益は4,479百万円（前年同四半期比12.2％減）、経常利益は4,452百万円（前年同四半期比

10.9％減）、四半期純利益は2,623百万円（前年同四半期比21.1％減）となりました。

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比較して2,338百万円増加し、

121,672百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加4,962百万円、現金及び預金の

減少2,257百万円、商品及び製品の減少600百万円等であります。

負債は前連結会計年度末と比較して863百万円減少し、65,833百万円となりました。主な増減は、

短期借入金の減少1,270百万円、社債の減少230百万円、未払法人税等の増加865百万円等でありま

す。

純資産は前連結会計年度末と比較して3,201百万円増加し、55,839百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加2,222百万円、為替換算調整勘定の増加745百万円等であります。

平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

高砂香料工業㈱ (4914)  平成24年3月期  第2四半期決算短信

2



３．四半期連結財務諸表

（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 12,136 9,879

受取手形及び売掛金 21,924 26,886

商品及び製品 18,734 18,133

仕掛品 256 389

原材料及び貯蔵品 10,225 10,648

その他 2,876 2,725

貸倒引当金 △194 △161

流動資産合計 65,959 68,501

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,081 20,030

その他（純額） 16,124 16,285

有形固定資産合計 36,205 36,316

無形固定資産 3,560 3,261

投資その他の資産

投資有価証券 11,612 11,973

その他 2,170 1,770

貸倒引当金 △174 △150

投資その他の資産合計 13,609 13,593

固定資産合計 53,375 53,171

資産合計 119,334 121,672

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,621 11,744

短期借入金 19,868 18,597

1年内返済予定の長期借入金 4,871 4,744

1年内償還予定の社債 460 460

未払法人税等 519 1,384

賞与引当金 1,594 1,611

役員賞与引当金 33 16

その他 5,227 5,237

流動負債合計 44,196 43,796

固定負債

社債 900 670

長期借入金 12,906 12,796

退職給付引当金 7,895 7,781

役員退職慰労引当金 7 8

その他 792 780

固定負債合計 22,500 22,036

負債合計 66,697 65,833
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（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 9,248 9,248

資本剰余金 8,358 8,358

利益剰余金 38,694 40,916

自己株式 △185 △265

株主資本合計 56,115 58,257

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,697 3,902

繰延ヘッジ損益 － △4

為替換算調整勘定 △8,266 △7,520

その他の包括利益累計額合計 △4,568 △3,623

少数株主持分 1,090 1,205

純資産合計 52,637 55,839

負債純資産合計 119,334 121,672
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（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 60,547 59,932

売上原価 40,835 41,070

売上総利益 19,712 18,861

販売費及び一般管理費 14,607 14,381

営業利益 5,104 4,479

営業外収益

受取利息 15 9

受取配当金 187 190

持分法による投資利益 26 56

その他 247 220

営業外収益合計 476 477

営業外費用

支払利息 276 245

為替差損 240 112

その他 66 147

営業外費用合計 583 505

経常利益 4,997 4,452

特別利益

固定資産売却益 0 2

投資有価証券売却益 41 －

貸倒引当金戻入額 15 －

特別利益合計 56 2

特別損失

固定資産処分損 25 14

投資有価証券評価損 73 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 138 －

ゴルフ会員権評価損 － 28

その他 1 －

特別損失合計 238 42

税金等調整前四半期純利益 4,815 4,411

法人税、住民税及び事業税 1,102 1,336

法人税等調整額 252 301

法人税等合計 1,355 1,637

少数株主損益調整前四半期純利益 3,460 2,773

少数株主利益 134 150

四半期純利益 3,325 2,623

高砂香料工業㈱ (4914)  平成24年3月期  第2四半期決算短信

5



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 3,460 2,773

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △769 206

繰延ヘッジ損益 △8 △4

為替換算調整勘定 △2,341 753

持分法適用会社に対する持分相当額 △13 1

その他の包括利益合計 △3,134 957

四半期包括利益 325 3,731

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 214 3,568

少数株主に係る四半期包括利益 111 162
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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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