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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12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 ％

26年3月期第3四半期 11,786 7.5 1,395 70.0 1,398 72.9 824 77.0
25年3月期第3四半期 10,963 △9.7 821 △31.5 808 △32.3 465 △19.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,204百万円 （141.5％） 25年3月期第3四半期 498百万円 （△12.8％）

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

26年3月期第3四半期 82.46 ―
25年3月期第3四半期 46.59 ―

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

26年3月期第3四半期 21,608 15,622 68.8 1,487.37
25年3月期 19,696 14,567 71.0 1,398.47
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 14,868百万円 25年3月期 13,979百万円

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

25年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年3月期 ― 8.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 16.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 15,600 7.3 1,600 48.6 1,600 49.9 1,000 62.7 100.04



(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P.2「２．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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」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
②①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） 26年3月期3Q 10,000,000 株 25年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,582 株 25年3月期 3,582 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 9,996,418 株 25年3月期3Q 9,996,418 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済政策や日銀の金融政策による円安・株高の影

響などから、企業収益の改善や個人消費の持ち直し、設備投資の回復がみられるなど、緩やかな回復を続けており

ます。しかしながら、先行きは、中国・アジア経済の動向や消費税率引上げの内需への影響などが懸念され、企業

の経営環境は不透明な状況にあります。 

香料ユーザーの製品市場においては、消費者の低価格志向を背景とした製品価格の低下と競争激化に加え、主

要購買層である若年層の減少等もあり、国内香料市場は依然として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３四半期連結累計期間における売上高は、国内では第１四半期の天候不順の影響等により調合

香料事業は前年比減収となりましたが、合成香料・ケミカル事業が前年と比較して増収となり、中国市場を主力

とする海外事業も大幅な増収となったことにより、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）となりまし

た。利益につきましては、海外事業の増収や合成香料の輸出採算の改善等により、営業利益は 百万円（同

％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 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 百万円、たな卸資産の増加 百万円、有形固定資産の増加

百万円、無形固定資産の増加 百万円などによるものです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 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 百万円、設備関係支払手形の増加によるその他流動負債の増

加 百万円などによるものです。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円

増加しました。これは主に、利益剰余金の増加 百万円、為替換算調整勘定の増加 百万円などによるもので

す。

以上の結果、自己資本比率は ％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の見通しにつきましては、当第３四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25年11月５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、当第３四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

11,786 7.5

1,395

70.0 1,398 72.9 824 77.0

21,608 1,911

538 509

523 330

5,986 857

457

488

15,622 1,054

674 195

68.8

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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,689 6,600

受取手形及び売掛金 4,009 4,548

商品及び製品 1,015 1,247

仕掛品 1,041 987

原材料及び貯蔵品 1,110 1,440

その他 279 332

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 14,140 15,151

固定資産

有形固定資産 4,127 4,650

無形固定資産 96 426

投資その他の資産

投資その他の資産 1,337 1,383

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,333 1,379

固定資産合計 5,556 6,456

資産合計 19,696 21,608

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,746 2,204

短期借入金 320 320

未払法人税等 121 251

賞与引当金 358 195

役員賞与引当金 11 8

その他 660 1,149

流動負債合計 3,218 4,129

固定負債

退職給付引当金 1,719 1,690

役員退職慰労引当金 134 92

その他 57 73

固定負債合計 1,910 1,856

負債合計 5,129 5,986



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31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 10,950 11,625

自己株式 △2 △2

株主資本合計 13,895 14,569

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 145 164

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △61 134

その他の包括利益累計額合計 84 298

少数株主持分 588 753

純資産合計 14,567 15,622

負債純資産合計 19,696 21,608



（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 10,963 11,786

売上原価 7,347 7,447

売上総利益 3,616 4,338

販売費及び一般管理費 2,795 2,943

営業利益 821 1,395

営業外収益

受取利息 7 7

受取配当金 12 15

受取補償金 3 －

その他 11 10

営業外収益合計 34 33

営業外費用

支払利息 1 0

休止固定資産減価償却費 33 16

為替差損 11 12

その他 1 1

営業外費用合計 47 31

経常利益 808 1,398

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 10 40

事務所移転費用 4 －

投資有価証券評価損 3 －

特別損失合計 18 40

税金等調整前四半期純利益 794 1,357

法人税等 296 455

少数株主損益調整前四半期純利益 498 902

少数株主利益 32 78

四半期純利益 465 824



（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 498 902

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9 19

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 10 281

持分法適用会社に対する持分相当額 0 1

その他の包括利益合計 0 301

四半期包括利益 498 1,204

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 462 1,038

少数株主に係る四半期包括利益 36 165



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	ヘッダー１3: 曽田香料㈱（4965） 平成26年３月期 第３四半期決算短信
	ヘッダー１4: 曽田香料㈱（4965） 平成26年３月期 第３四半期決算短信
	ヘッダー１5: 曽田香料㈱（4965） 平成26年３月期 第３四半期決算短信
	ヘッダー１6: 曽田香料㈱（4965） 平成26年３月期 第３四半期決算短信
	ヘッダー１7: 曽田香料㈱（4965） 平成26年３月期 第３四半期決算短信
	ヘッダー１8: 曽田香料㈱（4965） 平成26年３月期 第３四半期決算短信
	ヘッダー１9: 曽田香料㈱（4965） 平成26年３月期 第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


