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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 3,970 △8.9 279 △52.2 277 △52.7 141 △55.4

24年3月期第1四半期 4,357 1.5 585 54.5 586 56.9 318 48.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 192百万円 （△47.1％） 24年3月期第1四半期 364百万円 （50.5％）

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

25年3月期第1四半期 14.19 ―

24年3月期第1四半期 31.83 ―

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

25年3月期第1四半期 19,825 13,736 67.8 1,345.55
24年3月期 19,156 13,614 69.7 1,336.40

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,450百万円 24年3月期  13,359百万円

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

24年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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  
   連結業績予想の修正については、本日（平成24年８月３日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 7,640 △10.0 610 △34.0 600 △34.6 330 △35.1 33.01
通期 15,390 △3.0 1,180 △15.1 1,170 △15.8 690 △0.5 69.02



(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（注記事項）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
四半期報告書のレビュー手続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 
  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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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） 25年3月期1Q 10,000,000 株 24年3月期 10,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,582 株 24年3月期 3,582 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,996,418 株 24年3月期1Q 9,996,418 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、復興事業による公的需要の拡大やエコカー補助金制度等の政

策効果に支えられ、緩やかな回復を続けました。しかしながら、欧州債務問題の再発、米国・中国経済の減速によ

り輸出は伸び悩み、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、震災の影響は払拭されつつありますが、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の社会的環境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１四半期連結累計期間は、海外経済の減速等の影響により合成香料・ケミカル事業と海外事業

の売上高が減収となり、調合香料事業も震災の影響による前倒受注があった前年と比較して減収となったことに

より、売上高は3,970百万円（前年同四半期比8.9％減）となりました。利益につきましては、売上高の減少に伴

う利益減により、営業利益は279百万円（同52.2％減）、経常利益は277百万円（同52.7％減）、四半期純利益は

141百万円（同55.4％減）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１四半期連結会計期間末の資産残高は19,825百万円となり、前連結会計年度末と比較して669百万円増加し

ました。これは現金及び預金の増加420百万円、受取手形及び売掛金の増加356百万円、固定資産の減少91百万円

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6,089百万円となり、前連結会計年度末と比較して546百万円増加

しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加403百万円などによるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の残高は13,736百万円となり、前連結会計年度末と比較して122百万円増

加しました。これは主に、利益剰余金の増加71百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は67.8％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24年5月8日公表）に対し、欧州・中国経済

の減速等による合成香料・ケミカル事業と海外事業の売上高減、フレーバーの製品販売減を中心とした調合香料事

業の売上高減及びそれらの減収に伴う利益減により、減収、減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フレーバーの製品売上高減と海外事業の売上

高減及び合成香料の生産減の影響等により減益となる見込みであり、通期で、当初計画より減収、減益が予想され

るため、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、当第１四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。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,242 5,662

受取手形及び売掛金 4,357 4,714

商品及び製品 1,173 1,207

仕掛品 1,165 1,021

原材料及び貯蔵品 1,186 1,241

その他 325 362

貸倒引当金 △5 △2

流動資産合計 13,445 14,207

固定資産   

有形固定資産 4,254 4,256

無形固定資産 78 71

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,381 1,295

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,377 1,291

固定資産合計 5,710 5,618

資産合計 19,156 19,825

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,865 2,269

短期借入金 362 393

未払法人税等 180 107

賞与引当金 350 178

役員賞与引当金 14 3

その他 690 1,114

流動負債合計 3,464 4,067

固定負債   

退職給付引当金 1,805 1,778

役員退職慰労引当金 158 112

その他 114 130

固定負債合計 2,078 2,022

負債合計 5,542 6,089



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 10,476 10,548

自己株式 △2 △2

株主資本合計 13,420 13,492

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 85 61

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △147 △103

その他の包括利益累計額合計 △61 △41

少数株主持分 254 286

純資産合計 13,614 13,736

負債純資産合計 19,156 19,825



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,357 3,970

売上原価 2,813 2,737

売上総利益 1,544 1,232

販売費及び一般管理費 958 952

営業利益 585 279

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 4 5

為替差益 8 －

受取補償金 － 3

その他 1 5

営業外収益合計 16 16

営業外費用   

支払利息 0 0

休止固定資産減価償却費 14 11

為替差損 － 7

その他 0 －

営業外費用合計 15 19

経常利益 586 277

特別利益   

固定資産売却益 － 5

特別利益合計 － 5

特別損失   

固定資産除却損 7 5

災害による損失 18 －

事務所移転費用 － 4

特別損失合計 25 9

税金等調整前四半期純利益 560 272

法人税等 223 119

少数株主損益調整前四半期純利益 336 152

少数株主利益 18 10

四半期純利益 318 141



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 336 152

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6 △23

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 21 64

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 27 40

四半期包括利益 364 192

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 339 161

少数株主に係る四半期包括利益 24 31



 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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