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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26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 ％

26年9月期第2四半期 21,696 2.9 2,211 △1.0 2,440 △14.6 1,573 △19.4
25年9月期第2四半期 21,079 1.6 2,235 27.4 2,857 37.9 1,951 76.7

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 2,658百万円 （△47.3％） 25年9月期第2四半期 5,041百万円 （164.0％）

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9月期第2四半期 37.89 ―
25年9月期第2四半期 46.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第2四半期 89,399 70,405 78.8
25年9月期 87,448 68,499 78.3
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 70,405百万円 25年9月期 68,499百万円

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9月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
26年9月期 ― 15.00
26年9月期（予想） ― 15.00 30.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26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 46,910 4.0 5,570 2.4 5,790 △9.1 3,850 9.4 92.71



(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 
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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
務諸表に対する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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（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
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） 26年9月期2Q 42,708,154 株 25年9月期 42,708,154 株
② 期末自己株式数 26年9月期2Q 1,180,139 株 25年9月期 1,179,839 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期2Q 41,528,121 株 25年9月期2Q 41,528,553 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日本銀行の金融政策や政府の経済対策を背景に円高水準の是

正や株価の回復が進み、景気は緩やかに回復へ向かう動きが見られたものの、海外経済の動向や消費税率引き上げ

に伴う個人消費への影響等が懸念され、先行きは依然として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、品質保証に関する要求増加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。 

 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21,696百万円（前年同期比2.9％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、トイレタリー製品向け及び長谷川香料（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17.2％増加し、3,081百万円（製品：売上高2,835百万円、前年同期比

19.3％増 商品：売上高245百万円、前年同期比2.0％減）となりました。 

 食品部門は、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0.9％増加し、

18,614百万円（製品：売上高17,603百万円、前年同期比1.7％増 商品：売上高1,011百万円、前年同期比11.5％

減）となりました。 

 利益につきましては、営業利益は、売上増及び売上原価率の改善により売上総利益は増加したものの、販売費及

び一般管理費の増加を主因に前年同期に比べ23百万円（1.0％）減少し、2,211百万円となりました。経常利益は為

替差益の減少等による営業外収益の減少を主因に前年同期に比べ416百万円（14.6％）減少し、2,440百万円となり

ました。この結果、四半期純利益は前年同期に比べ378百万円（19.4％）減少し、1,573百万円となりました。 

 また、海外連結子会社の売上高は、長谷川香料（上海）有限公司が前年同期比40.5％の増収（現地通貨ベースで

は同17.3％の増収）、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.が前年同期比30.4％の増収（現地通貨ベースでは同11.4％の増収）

となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産の部） 

 前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が1,588百万円、有価証券が999百万円それぞれ減少した一方で、

現金及び預金が924百万円、投資有価証券が1,003百万円がそれぞれ増加し、また、有形固定資産が合計で2,088百

万円増加しました。これらを主因に資産合計は前連結会計年度末に比べ1,950百万円増加し、 百万円となり

ました。 

（負債の部） 

 前連結会計年度末に比べ、未払法人税等が643百万円、賞与引当金が287百万円及び長期借入金が84百万円減少し

た一方で、設備投資に係る未払金の増加などにより流動負債その他が、また、繰延税金負債の増加などにより固定

負債その他が、それぞれ544百万円、476百万円増加しました。これらを主因に負債合計は前連結会計年度末に比べ

44百万円増加し、 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742百万円、その他有価証券評価差額金が670百万円及び為替換算調整勘

定が414百万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1,905百万円増加し、

百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年11月８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

89,399

18,993

70,405
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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 

  該当事項はありません。 

   

  （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 

(法人税率の変更等による影響) 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１

日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。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、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従来の37.8％から35.4％になります。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は81百万円減少するととも

に、法人税等が同額増加しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,105 9,030

受取手形及び売掛金 15,114 13,526

有価証券 14,498 13,499

商品及び製品 5,754 6,093

仕掛品 91 153

原材料及び貯蔵品 3,951 4,214

その他 1,312 1,280

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 48,825 47,794

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,793 13,799

その他（純額） 13,797 15,880

有形固定資産合計 27,591 29,679

無形固定資産   

その他 490 399

無形固定資産合計 490 399

投資その他の資産   

投資有価証券 9,694 10,698

その他 898 877

貸倒引当金 △52 △50

投資その他の資産合計 10,540 11,525

固定資産合計 38,622 41,604

資産合計 87,448 89,399

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,557 5,594

1年内返済予定の長期借入金 149 150

未払法人税等 1,270 627

賞与引当金 976 688

役員賞与引当金 59 －

資産除去債務 35 －

その他 3,674 4,219

流動負債合計 11,722 11,279

固定負債   

長期借入金 178 93

退職給付引当金 5,779 5,707

役員退職慰労引当金 1,096 1,188

資産除去債務 81 157

その他 90 567

固定負債合計 7,226 7,713

負債合計 18,949 18,993
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26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 53,655 54,398

自己株式 △1,621 △1,543

株主資本合計 64,099 64,920

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,158 4,828

為替換算調整勘定 241 656

その他の包括利益累計額合計 4,399 5,484

純資産合計 68,499 70,405

負債純資産合計 87,448 89,399
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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24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 21,079 21,696

売上原価 13,471 13,629

売上総利益 7,607 8,067

販売費及び一般管理費 5,372 5,855

営業利益 2,235 2,211

営業外収益   

受取利息 33 26

受取配当金 132 85

為替差益 407 81

その他 82 68

営業外収益合計 656 261

営業外費用   

支払利息 2 0

設備賃貸費用 27 27

その他 4 4

営業外費用合計 33 32

経常利益 2,857 2,440

特別利益   

投資有価証券売却益 － 19

特別利益合計 － 19

特別損失   

固定資産廃棄損 16 45

貸倒引当金繰入額 12 －

その他 1 －

特別損失合計 31 45

税金等調整前四半期純利益 2,826 2,414

法人税等 875 840

少数株主損益調整前四半期純利益 1,951 1,573

四半期純利益 1,951 1,573
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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24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,951 1,573

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,326 670

為替換算調整勘定 1,764 414

その他の包括利益合計 3,090 1,085

四半期包括利益 5,041 2,658

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,041 2,658
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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）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）
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