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

26年3月期第1四半期 3,963 △0.2 435 55.6 439 58.6 251 77.0
25年3月期第1四半期 3,970 △8.9 279 △52.2 277 △52.7 141 △55.4

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 442百万円 （129.8％） 25年3月期第1四半期 192百万円 （△47.1％）

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1四半期 25.12 ―
25年3月期第1四半期 14.19 ―

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1四半期 20,858 14,940 68.4 1,427.59
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1四半期 14,270百万円 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 ―
26年3月期（予想） 8.00 ― 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、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 ： 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

第2四半期(累計) 7,600 2.4 690 31.7 690 32.0 410 40.4 41.01
通期 15,400 6.0 1,460 35.6 1,450 35.8 920 49.7 92.03



(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3月期1Q 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1Q 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1Q 9,996,418 株 25年3月期1Q 9,996,418 株
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（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わが国経済は、新政権の経済政策による円安・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、設備投資回復の兆しがみられるなど、緩やかな回復を続けました。しかしなが

ら、米国の政府支出削減や中国の金融不安の世界経済への影響などが懸念され、先行きは依然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や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１四半期連結累計期間は、中国市場を主力とする海外事業は前年比増収となりましたが、天候

不順の影響等により調合香料事業の売上高が減収となり、合成香料・ケミカル事業も前年と比較して減収となっ

たことにより、売上高は3,963百万円（前年同四半期比0.2％減）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435百万円（同55.6％増）、経常利益は439百万円（同

58.6％増）、四半期純利益は251百万円（同77.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産残高は20,858百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,161百万円増加

しました。これは主に受取手形及び売掛金の増加561百万円、たな卸資産の増加361百万円、無形固定資産の増加

139百万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5,918百万円となり、前連結会計年度末と比較して788百万円増加

しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加633百万円、未払金の増加165百万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14,940百万円となり、前連結会計年度末と比較して372百万円増

加しました。これは主に、利益剰余金の増加181百万円、為替換算調整勘定の増加114百万円などによるもので

す。

以上の結果、自己資本比率は68.4％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１四半期連結会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５月10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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,689 6,676

受取手形及び売掛金 4,009 4,571

商品及び製品 1,015 1,301

仕掛品 1,041 839

原材料及び貯蔵品 1,110 1,387

その他 279 319

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 14,140 15,089

固定資産

有形固定資産 4,127 4,185

無形固定資産 96 236

投資その他の資産

投資その他の資産 1,337 1,351

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,333 1,347

固定資産合計 5,556 5,769

資産合計 19,696 20,858

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,746 2,380

短期借入金 320 320

未払法人税等 121 158

賞与引当金 358 186

役員賞与引当金 11 2

その他 660 1,027

流動負債合計 3,218 4,075

固定負債

退職給付引当金 1,719 1,698

役員退職慰労引当金 134 79

その他 57 65

固定負債合計 1,910 1,842

負債合計 5,129 5,918



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25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 10,950 11,131

自己株式 △2 △2

株主資本合計 13,895 14,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 145 141

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △61 52

その他の包括利益累計額合計 84 194

少数株主持分 588 669

純資産合計 14,567 14,940

負債純資産合計 19,696 20,858



（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 3,970 3,963

売上原価 2,737 2,548

売上総利益 1,232 1,414

販売費及び一般管理費 952 979

営業利益 279 435

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 5 5

為替差益 － 0

受取補償金 3 －

その他 5 2

営業外収益合計 16 11

営業外費用

支払利息 0 0

休止固定資産減価償却費 11 6

為替差損 7 －

その他 － 0

営業外費用合計 19 7

経常利益 277 439

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 5 0

事務所移転費用 4 －

特別損失合計 9 0

税金等調整前四半期純利益 272 439

法人税等 119 156

少数株主損益調整前四半期純利益 152 282

少数株主利益 10 30

四半期純利益 141 251



（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 152 282

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23 △3

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 64 164

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 40 160

四半期包括利益 192 442

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 161 361

少数株主に係る四半期包括利益 31 81



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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