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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 7,830 5.5 926 76.9 932 78.4 555 90.2
25年3月期第2四半期 7,419 △12.6 523 △43.3 522 △43.0 292 △42.5

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 919百万円 （200.5％） 25年3月期第2四半期 306百万円 （△45.1％）

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2四半期 55.55 ―
25年3月期第2四半期 29.21 ―

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2四半期 20,915 15,417 70.2 1,468.92
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2四半期 14,683百万円 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 ： 有

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2Q 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2Q 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2Q 9,996,418 株 25年3月期2Q 9,996,418 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、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、米国の財政問題や新興国経済の減速懸念などの世界経済への影響から、先行きは依然

不透明な状況であります。

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２四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りましたが、中国市場を主

力とする海外事業の売上高が大幅な増収となったことにより、 百万円（前年同期比 ％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２四半期連結会計期間末の資産残高は20,915百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,218百万円増加

しました。これは主に受取手形及び売掛金の増加219百万円、たな卸資産の増加450百万円、有形固定資産の増加

380百万円、無形固定資産の増加146百万円などによるものです。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債の残高は5,498百万円となり、前連結会計年度末と比較して368百万円増加

しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加147百万円、未払法人税等の増加144百万円などによるもので

す。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産の残高は15,417百万円となり、前連結会計年度末と比較して849百万円増

加しました。これは主に、利益剰余金の増加485百万円、為替換算調整勘定の増加203百万円などによるもので

す。

以上の結果、自己資本比率は70.2％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

通期の連結業績予想につきましては、当初予想（平成25年5月10日公表）に対し、調合香料事業が減収となる見

通しですが、中国を中心とする海外事業の販売増と合成香料事業の輸出採算の改善、営業費の減少などにより増

収、増益が予想されるため、当初予想を修正いたします。

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

7,830 5.5

926

76.9 932 78.4 555 90.2

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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,689 6,644

受取手形及び売掛金 4,009 4,229

商品及び製品 1,015 1,264

仕掛品 1,041 979

原材料及び貯蔵品 1,110 1,373

その他 279 311

貸倒引当金 △5 △7

流動資産合計 14,140 14,794

固定資産

有形固定資産 4,127 4,508

無形固定資産 96 242

投資その他の資産

投資その他の資産 1,337 1,374

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,333 1,370

固定資産合計 5,556 6,121

資産合計 19,696 20,915

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,746 1,894

短期借入金 320 320

未払法人税等 121 265

賞与引当金 358 382

役員賞与引当金 11 5

その他 660 778

流動負債合計 3,218 3,647

固定負債

退職給付引当金 1,719 1,694

役員退職慰労引当金 134 85

その他 57 70

固定負債合計 1,910 1,851

負債合計 5,129 5,498



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９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 11,436

自己株式 △2 △2

株主資本合計 13,895 14,380

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 145 161

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △61 141

その他の包括利益累計額合計 84 303

少数株主持分 588 733

純資産合計 14,567 15,417

負債純資産合計 19,696 20,915



（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４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 7,419 7,830

売上原価 5,026 4,957

売上総利益 2,392 2,873

販売費及び一般管理費 1,868 1,947

営業利益 523 926

営業外収益

受取利息 4 5

受取配当金 10 11

受取補償金 3 －

その他 9 7

営業外収益合計 28 23

営業外費用

支払利息 1 0

休止固定資産減価償却費 22 11

為替差損 4 3

その他 1 1

営業外費用合計 28 16

経常利益 522 932

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 8 1

投資有価証券評価損 3 －

事務所移転費用 4 －

特別損失合計 16 1

税金等調整前四半期純利益 511 930

法人税等 197 320

少数株主損益調整前四半期純利益 314 610

少数株主利益 22 55

四半期純利益 292 555



（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４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 314 610

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24 15

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 16 292

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 △8 309

四半期包括利益 306 919

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 278 774

少数株主に係る四半期包括利益 27 145



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 511 930

減価償却費 247 234

のれん償却額 8 8

固定資産除却損 5 1

固定資産売却損益（△は益） △5 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

移転費用 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △7 21

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △67 △72

受取利息及び受取配当金 △15 △16

支払利息 1 0

売上債権の増減額（△は増加） 77 △147

たな卸資産の増減額（△は増加） 85 △416

仕入債務の増減額（△は減少） 259 116

その他 △8 △97

小計 1,091 558

利息及び配当金の受取額 15 16

利息の支払額 △1 △0

移転費用の支払額 △4 －

法人税等の支払額 △191 △144

営業活動によるキャッシュ・フロー 909 430

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

有形固定資産の取得による支出 △313 △361

有形固定資産の売却による収入 5 －

無形固定資産の取得による支出 △1 △147

その他 54 △67

投資活動によるキャッシュ・フロー △264 △585

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 28 －

配当金の支払額 △69 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー △41 △69

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 606 △44

現金及び現金同等物の期首残高 5,242 6,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,849 6,644



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）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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