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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10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 ％

24年9月期第3四半期 32,792 △0.7 3,453 △12.6 3,822 △8.9 2,137 △22.8
23年9月期第3四半期 33,018 0.3 3,949 28.8 4,197 28.5 2,769 42.5

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 2,505百万円 （△2.9％） 23年9月期第3四半期 2,580百万円 （―％）

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3四半期 51.48 ―
23年9月期第3四半期 66.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 80,174 61,404 76.6
23年9月期 78,443 59,766 76.2
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  61,404百万円 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  ：  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 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いません。 

※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。 

※  注記事項

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3Q 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3Q 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3Q 41,528,680 株 23年9月期3Q 41,529,370 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や長引くデフレの影響により依然として厳しい

状況にある中で、復興需要等により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が見られたものの、

欧州債務危機を背景とした海外景気の悪化懸念や金融資本市場の変動等、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。 

 当第３四半期連結累計期間におきましては、以下に示すとおりの結果となりました。 

 売上高は32,792百万円（前年同期比0.7％減）と減収となりました。 

 部門別に見ますと、フレグランス部門は、トイレタリー製品向けの売上が減少したこと等を主因に前年同期比

3.1％減少し、4,238百万円（製品：売上高3,842百万円、前年同期比3.4％減 商品：売上高396百万円、前年同期

比0.0％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0.3％減少し、28,554百万円（製

品：売上高26,641百万円、前年同期比1.4％減 商品：売上高1,912百万円、前年同期比17.1％増）となりました。

 利益につきましては、営業利益は、売上減及び売上原価率の悪化による売上総利益の減少を主因に前年同期に比

べ495百万円（12.6％）減少し、3,453百万円となりました。経常利益は営業利益の減少を主因に前年同期に比べ

375百万円（8.9％）減少し、3,822百万円となりました。四半期純利益は、経常利益の減少、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増加を主因に前年同期に比べ631百万円（22.8％）減少し、2,137百万円となりました。 

 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0.2％の減収（現地通貨ベースで

は同0.5％の減収）、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.は同9.1％の増収（現地通貨ベースでは同13.6％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1,265百万円、固定資産が496百万円減少した一方で、受取手形及び売

掛金が1,920百万円、有価証券が999百万円、商品及び製品が453百万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1,731百万円増加し、80,174百万円となりました。 

（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516百万円、預り金（流動負債 その他）が283百万円増加した

一方で、賞与引当金が682百万円、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93百万円増加し、18,769百万円となりました。 

（純資産の部） 

 前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が1,099百万円、その他有価証券評価差額金が83百万円、為替換算調整勘

定が283百万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1,637百万円増加し、

61,404百万円となりました。 

   

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

       平成24年５月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

    

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３四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

長谷川香料（株）（4958）平成24年９月期第３四半期決算短信

- 3 -



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９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,717 6,452

受取手形及び売掛金 14,520 16,441

有価証券 8,498 9,497

商品及び製品 5,959 6,413

仕掛品 80 135

原材料及び貯蔵品 4,038 3,948

その他 1,195 1,349

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 42,008 44,235

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,389 14,231

その他（純額） 12,411 12,430

有形固定資産合計 26,800 26,662

無形固定資産   

その他 658 440

無形固定資産合計 658 440

投資その他の資産   

投資有価証券 6,999 6,841

その他 2,029 2,050

貸倒引当金 △53 △55

投資その他の資産合計 8,975 8,836

固定資産合計 36,434 35,938

資産合計 78,443 80,174

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,193 6,710

1年内返済予定の長期借入金 171 163

未払法人税等 720 562

賞与引当金 1,011 329

役員賞与引当金 39 －

資産除去債務 5 －

その他 3,248 3,823

流動負債合計 11,391 11,588

固定負債   

長期借入金 472 393

退職給付引当金 5,488 5,527

役員退職慰労引当金 1,033 1,048

資産除去債務 96 96

その他 194 115

固定負債合計 7,285 7,180

負債合計 18,676 18,769
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,364 5,364

資本剰余金 6,700 6,700

利益剰余金 49,626 50,726

自己株式 △1,987 △1,817

株主資本合計 59,704 60,974

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 2,331

為替換算調整勘定 △2,185 △1,901

その他の包括利益累計額合計 62 429

純資産合計 59,766 61,404

負債純資産合計 78,443 80,174
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 33,018 32,792

売上原価 21,168 21,373

売上総利益 11,849 11,419

販売費及び一般管理費 7,900 7,965

営業利益 3,949 3,453

営業外収益   

受取利息 28 39

受取配当金 179 209

為替差益 1 86

その他 81 77

営業外収益合計 291 412

営業外費用   

支払利息 5 4

設備賃貸費用 33 35

その他 3 4

営業外費用合計 43 44

経常利益 4,197 3,822

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 0

固定資産廃棄損 81 73

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 97 8

貸倒引当金繰入額 1 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 79 －

その他 0 －

特別損失合計 261 87

税金等調整前四半期純利益 4,270 3,735

法人税等 1,500 1,597

少数株主損益調整前四半期純利益 2,769 2,137

四半期純利益 2,769 2,137
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10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 2,769 2,137

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △119 83

為替換算調整勘定 △70 283

その他の包括利益合計 △189 367

四半期包括利益 2,580 2,505

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,580 2,505
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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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