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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3月31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9月期第2四半期 20,747 0.1 1,754 △2.9 2,072 5.0 1,104 △17.2

23年9月期第2四半期 20,734 0.4 1,806 37.6 1,974 32.2 1,333 60.5

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 1,909百万円 （64.3％） 23年9月期第2四半期 1,162百万円 （―％）

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9月期第2四半期 26.59 ―

23年9月期第2四半期 32.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 78,817 61,150 77.6
23年9月期 78,443 59,766 76.2

（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  61,150百万円 23年9月期  59,766百万円

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9月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00

24年9月期 ― 10.00

24年9月期（予想） ― 15.00 25.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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  ：  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

通期 45,330 2.4 4,700 2.6 4,960 3.3 2,985 △4.2 71.88



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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  
（注）詳細は、添付資料３ページ「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条件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２
ページ「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

新規 1社 （社名） 長谷川ビジネスサービス株式会社 、 除外 ―社 （社名）

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9月期2Q 42,708,154 株 23年9月期 42,708,154 株

② 期末自己株式数 24年9月期2Q 1,179,512 株 23年9月期 1,179,436 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 41,528,696 株 23年9月期2Q 41,529,608 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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるな

かで、企業の生産活動や個人消費を中心に緩やかに持ち直す動きも見られたものの、欧州債務危機を背景とした海

外景気の悪化懸念や円高の長期化等、景気が下振れするリスクが存在し、先行きが不透明な状況で推移いたしまし

た。 

 一方、香料業界は、国内市場の成熟化、同業者間での競争激化、品質保証に対する要求強化など依然として厳し

い状況にありました。 

 このような厳しい環境の中で、当社グループは製品の品質管理と安全性の確保を第一に、研究・技術開発力の一

層の向上に努め、当社独自の高品質・高付加価値製品の開発に注力してまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は20,747百万円（前年同期比0.1％増）と増収と

なりました。 

部門別に見ますと、フレグランス部門は、長谷川香料（上海）有限公司の同部門の売上が増加したこと等を主

因に前年同期比2.9％増加し、2,841百万円（製品：売上高2,601百万円、前年同期比2.8％増 商品：売上高240百

万円、前年同期比4.1％増）となりました。 

 食品部門は、一部の健康食品向けの売上が減少したこと等を主因に前年同期比0.4％減少し、17,906百万円（製

品：売上高16,651百万円、前年同期比1.5％減 商品：売上高1,254百万円、前年同期比18.1％増）となりまし

た。 

 利益につきましては、営業利益は、販売費及び一般管理費の増加を主因に前年同期に比べ51百万円（2.9％）減

少し、1,754百万円となりました。経常利益は、為替差益の計上等による営業外収益の増加を主因に前年同期に比

べ97百万円（5.0％）増加し、2,072百万円となりました。四半期純利益は、前年同期に特別利益に計上した退職給

付制度終了益がなくなったこと、法人税率引き下げに関する法律の公布に伴う繰延税金資産の取り崩しによる税金

費用の負担増加を主因に前年同期に比べ228百万円（17.2％）減少し、1,104百万円となりました。 

 また、海外連結子会社は、長谷川香料（上海）有限公司の売上高は前年同期比2.7％の増収（現地通貨ベースで

は同3.1％の増収）、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.は同13.1％の増収（現地通貨ベースでは同19.1％の増収）となりま

した。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

 前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が823百万円減少した一方で、有価証券が999百万円、商品及び製品が

211百万円それぞれ増加しました。これらを主因に資産合計は前連結会計年度末に比べ374百万円増加し、78,817百

万円となりました。 

   （負債の部） 

 前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が305百万円、賞与引当金が332百万円、借入金が合計で87百万円

それぞれ減少しました。これらを主因に負債合計は前連結会計年度末に比べ1,009百万円減少し、17,667百万円と

なりました。 

   （純資産の部） 

 前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が481百万円、その他有価証券評価差額金が219百万円、為替換算調整勘定

が585百万円それぞれ増加しました。これらを主因に純資産合計は前連結会計年度末に比べ1,383百万円増加し、

61,150百万円となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月11日に公表いたしました業績予想につきまして、修正を行っております。具体的内容につきまして

は、本日（平成24年５月11日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結累計期間において、長谷川ビジネスサービス株式会社を新たに設立し、連結の範囲に含めており

ます。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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金等調整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、税金等調整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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律

第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.5％から、平成24年10月１日に開始する連結会計年度から平成26年10

月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.8％に、平成27年10月１日に開始する連

結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4％となります。この変更後の税率により、当期首の繰

延税金資産及び繰延税金負債を修正した結果として、繰延税金資産が80百万円減少するとともに、法人税等が273

百万円増加しております。 

  

  

  

  

  

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,717 6,894

受取手形及び売掛金 14,520 14,537

有価証券 8,498 9,498

商品及び製品 5,959 6,171

仕掛品 80 84

原材料及び貯蔵品 4,038 4,090

その他 1,195 1,143

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 42,008 42,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,389 14,316

その他（純額） 12,411 12,602

有形固定資産合計 26,800 26,918

無形固定資産   

その他 658 491

無形固定資産合計 658 491

投資その他の資産   

投資有価証券 6,999 7,053

その他 2,029 1,991

貸倒引当金 △53 △54

投資その他の資産合計 8,975 8,990

固定資産合計 36,434 36,400

資産合計 78,443 78,817

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,193 5,888

1年内返済予定の長期借入金 171 163

未払法人税等 720 649

賞与引当金 1,011 679

役員賞与引当金 39 －

資産除去債務 5 5

その他 3,248 3,118

流動負債合計 11,391 10,504

固定負債   

長期借入金 472 393

退職給付引当金 5,488 5,513

役員退職慰労引当金 1,033 1,039

資産除去債務 96 96

その他 194 119

固定負債合計 7,285 7,162

負債合計 18,676 17,667
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,364 5,364

資本剰余金 6,700 6,700

利益剰余金 49,626 50,107

自己株式 △1,987 △1,891

株主資本合計 59,704 60,282

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,247 2,467

為替換算調整勘定 △2,185 △1,599

その他の包括利益累計額合計 62 867

純資産合計 59,766 61,150

負債純資産合計 78,443 78,817
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 20,734 20,747

売上原価 13,722 13,748

売上総利益 7,011 6,999

販売費及び一般管理費 5,205 5,244

営業利益 1,806 1,754

営業外収益   

受取利息 19 24

受取配当金 91 119

為替差益 36 161

その他 57 52

営業外収益合計 204 356

営業外費用   

支払利息 4 2

設備賃貸費用 28 32

その他 3 3

営業外費用合計 36 39

経常利益 1,974 2,072

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 0 －

退職給付制度終了益 333 －

特別利益合計 334 0

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産廃棄損 53 49

投資有価証券評価損 83 －

貸倒引当金繰入額 0 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 79 －

特別損失合計 217 53

税金等調整前四半期純利益 2,091 2,019

法人税等 758 915

少数株主損益調整前四半期純利益 1,333 1,104

四半期純利益 1,333 1,104
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（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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,333 1,104

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △236 219

為替換算調整勘定 65 585

その他の包括利益合計 △171 805

四半期包括利益 1,162 1,909

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,162 1,909
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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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