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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第１四半期 36,314 8.6 2,624 60.7 2,809 59.8 2,619 183.2

27年３月期第１四半期 33,433 2.0 1,632 △40.9 1,758 △44.2 924 △39.1

(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 2,178 百万円 (258.3％) 27年３月期第１四半期 607 百万円 (△85.2％)
　

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

28年３月期第１四半期 26.41 ―

27年３月期第１四半期 9.32 ―
　

（２）連結財政状態
　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第１四半期 172,090 81,722 46.6

27年３月期 170,645 80,050 45.9

(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 80,184 百万円 27年３月期 78,402 百万円
　

２．配当の状況
　

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

27年３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

28年３月期 ―

28年３月期(予想) 4.00 ― 20.00 ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※当社は、平成27年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であるため、28年３月期（予

想）の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載してお

ります。株式併合を考慮しない場合の28年３月期（予想）の１株当たり期末配当金は４円00銭となり、１株当たり年間配当金は８円00銭

となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 74,000 11.6 4,600 69.7 4,800 49.0 4,100 104.5 41.33

通期 142,000 7.9 5,400 71.7 5,700 46.4 4,500 76.5 226.84

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※平成28年３月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。詳細につき

ましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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※ 注記事項

（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

　 新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
　

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（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（３）会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期１Ｑ 100,761,988株 27年３月期 100,761,988株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 1,573,153株 27年３月期 1,571,063株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 99,189,795株 27年３月期１Ｑ 99,195,676株

　

※ 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連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

　

※ 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、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。

（株式併合後の配当及び業績予想について）
当社は、平成27年６月25日開催の第89回定時株主総会おいて、平成27年10月１日を効力発生日として、普通株式
５株につき1株の割合で株式併合を実施する旨が承認可決されております。これに伴い、株式併合考慮前に換算
した平成28年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。
１．平成28年３月期の配当予想 １株当たり配当金 第２四半期末 ４円00銭（注１） 期末 ４円00銭（注２）
２．平成28年３月期の通期の連結業績予想 １株当たり当期純利益 期末45円37銭
（注１）第２四半期末の配当は、株式併合実施前の株式数に対して支払われます。
（注２）株式併合考慮前に換算した配当額であります。
（注３）平成28年３月期の年間配当金（株式併合考慮前）予想は８円00銭となります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、一部地域での地政学リスクの高まり、欧州におけるギリシャの

財政危機、一部新興国の景気減速など、依然として先行きが不透明な状況となっております。

わが国経済は、政府の景気刺激策や日銀の金融政策を背景に、輸出産業を中心に業績が改善しており、景気は回

復基調が続いております。

香料業界においては、中国や東南アジア他の海外市場での成長が引き続き期待できるものの、国内外ともに成熟

市場での事業展開においては、競合他社との競争環境が一段と厳しくなっております。

このような中、当社グループは「信頼される商品を供給し続けることにより、グローバル市場でのトップクラス

の香料会社を目指す。」の経営基本方針の下、中期経営計画『TAKASAGO GLOBAL PLAN (GP-3)』（2015-2017年度）を

始動させ、世界27の国と地域における堅固なグローバル連結経営により事業を推進いたしました。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、36,314百万円（前年同四半期比8.6％増）、営業利益は2,624百万円（前

年同四半期比60.7％増）、経常利益は2,809百万円（前年同四半期比59.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益は2,619百万円（前年同四半期比183.2％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

総資産は、前連結会計年度末と比較して1,444百万円増加し、172,090百万円となりました。主なものは、現金及

び預金の減少2,437百万円、受取手形及び売掛金の増加3,359百万円、投資有価証券の増加1,399百万円であります。

負債は、前連結会計年度末と比較して227百万円減少し、90,367百万円となりました。主なものは、短期借入金

の減少701百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少1,238百万円、長期借入金の増加1,501百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して1,672百万円増加し、81,722百万円となりました。主なものは、利益剰

余金の増加2,322百万円、その他有価証券評価差額金の増加969百万円、為替換算調整勘定の減少1,505百万円であ

ります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年７月31日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年08月04日 13時55分 4ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



高砂香料工業株式会社(4914) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

－ 3 －

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更し

ております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確

定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる

方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度につい

ては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却方法については、従来、定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より定額法に変更しております。

当社は、グループ全体のBCP（事業継続計画）と生産の効率化を推進するため、広島県三原市に新工場を建設し

ており、これを契機に当社及び国内連結子会社において、有形固定資産の減価償却方法の見直しを行いました。そ

の結果、当社及び国内連結子会社の有形固定資産は、今後も長期にわたって安定的な稼働が見込まれることから、

定額法に変更し使用期間を通じて均等に費用配分を行うことが、事業の実態をより適切に反映するものと判断いた

しました。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の営業利益が83百万円、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ84百万円増加しております。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,247 16,809

受取手形及び売掛金 28,736 32,095

商品及び製品 20,873 20,265

仕掛品 340 433

原材料及び貯蔵品 15,128 14,901

その他 4,591 4,204

貸倒引当金 △277 △273

流動資産合計 88,640 88,435

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 27,663 26,795

その他（純額） 28,381 28,330

有形固定資産合計 56,044 55,126

無形固定資産 1,837 1,820

投資その他の資産

投資有価証券 22,471 23,871

その他 2,153 3,297

貸倒引当金 △502 △460

投資その他の資産合計 24,122 26,708

固定資産合計 82,005 83,654

資産合計 170,645 172,090
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,947 12,886

短期借入金 24,480 23,779

1年内返済予定の長期借入金 7,643 6,404

1年内償還予定の社債 340 340

未払法人税等 772 597

賞与引当金 1,614 826

役員賞与引当金 14 3

その他 8,663 8,470

流動負債合計 56,476 53,309

固定負債

社債 1,320 1,150

長期借入金 21,667 23,169

役員退職慰労引当金 12 13

退職給付に係る負債 5,750 6,901

その他 5,368 5,824

固定負債合計 34,118 37,058

負債合計 90,595 90,367

純資産の部

株主資本

資本金 9,248 9,248

資本剰余金 8,357 8,357

利益剰余金 47,334 49,656

自己株式 △619 △620

株主資本合計 64,321 66,641

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,186 12,155

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 2,243 738

退職給付に係る調整累計額 650 647

その他の包括利益累計額合計 14,081 13,542

非支配株主持分 1,647 1,538

純資産合計 80,050 81,722

負債純資産合計 170,645 172,090
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 33,433 36,314

売上原価 22,768 24,247

売上総利益 10,664 12,066

販売費及び一般管理費 9,031 9,441

営業利益 1,632 2,624

営業外収益

受取利息 15 24

受取配当金 143 160

為替差益 － 13

持分法による投資利益 － 25

その他 174 115

営業外収益合計 333 339

営業外費用

支払利息 116 129

為替差損 24 －

持分法による投資損失 25 －

その他 42 25

営業外費用合計 208 154

経常利益 1,758 2,809

特別利益

固定資産売却益 2 819

特別利益合計 2 819

特別損失

固定資産処分損 7 11

投資有価証券評価損 16 13

持分変動損失 － 98

特別損失合計 24 123

税金等調整前四半期純利益 1,736 3,505

法人税、住民税及び事業税 259 402

法人税等調整額 444 387

法人税等合計 703 789

四半期純利益 1,032 2,715

非支配株主に帰属する四半期純利益 107 96

親会社株主に帰属する四半期純利益 924 2,619
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 1,032 2,715

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 532 968

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △928 △1,475

退職給付に係る調整額 △10 △3

持分法適用会社に対する持分相当額 △17 △26

その他の包括利益合計 △424 △537

四半期包括利益 607 2,178

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 561 2,080

非支配株主に係る四半期包括利益 46 97
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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