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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）
（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 66,234 10.1 4,388 15.2 4,604 20.0 2,178 △17.5
25年３月期第２四半期 60,152 0.4 3,810 △14.9 3,837 △13.8 2,641 0.7

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 6,617百万円 ( 154.3％) 25年３月期第２四半期 2,601百万円 ( △30.3％)

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 21.95 ―
25年３月期第２四半期 26.61 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 145,663 67,396 45.4
25年３月期 131,754 61,296 45.7

(参考)自己資本 26年３月期第２四半期 66,120百万円 25年３月期 60,204百万円

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

25年３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

26年３月期 ― 4.00

26年３月期(予想) ― 4.00 8.00

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)

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 121,000 1.7 5,000 △20.5 5,000 △33.1 3,000 △35.8 30.23



  

  

・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。 

  

・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
（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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 100,761,988株 25年３月期 100,761,988株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,537,245株 25年３月期 1,532,570株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 99,226,409株 25年３月期２Ｑ 99,271,846株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は弱い回復基調で推移いたしました。欧米では一部持ち

直しの動きも見られたものの、アジア地域では景気の拡大テンポが依然緩やかなものにとどまっていま

す。 

わが国の経済は、海外経済の減速に伴う下振れ懸念はあるものの、政権交代後の経済政策への期待を

背景とした円安進行や株価の回復等が見られ、雇用情勢の改善と個人消費の伸張が伺えます。 

香料業界においては、中国や東南アジア他の新興成長市場をはじめとして順調に推移した一方で、寡

占化傾向にある海外市場での大手香料会社同士による激しいシェア争いや、成熟している国内市場での

事業展開など、内外ともに非常に厳しい競争環境が続いております。 

また、本年４月10日に当社平塚工場のフレーバー製造棟において火災事故が発生いたしました。製品

の供給につきましては、火災事故後は、当社他工場、当社グループ会社及びその他委託先への製造移管

で対応しておりましたが、当社平塚工場及び鹿島工場を中心に火災事故を教訓とした安全対策も盛り込

んだ設備改修工事を実施いたしました。10月より安定した生産体制への移行を進めております。 

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『NEW TAKASAGO GLOBAL PLAN

(GP-2)』（2012-2014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２四半期連結累計期間の売上高は、66,234百万円（前年同四半期比

10.1％増）、営業利益は4,388百万円（前年同四半期比15.2％増）、経常利益は4,604百万円（前年同四

半期比20.0％増）となりました。四半期純利益は、平塚工場の火災事故に係る損失を1,338百万円計上

した結果、2,178百万円（前年同四半期比17.5％減）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比較して13,909百万円増加し、

145,663百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加3,236百万円、商品及び製品の増

加2,386百万円、有形固定資産の増加4,598百万円等であります。 

負債は前連結会計年度末と比較して7,809百万円増加し、78,266百万円となりました。主な増減は、

支払手形及び買掛金の増加2,309百万円、短期借入金の増加3,419百万円等であります。 

純資産は前連結会計年度末と比較して6,099百万円増加し、67,396百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加1,781百万円、為替換算調整勘定の増加3,456百万円等であります。 

平成25年８月12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。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 13,336 13,640

受取手形及び売掛金 26,857 30,094

商品及び製品 18,364 20,750

仕掛品 249 318

原材料及び貯蔵品 12,710 14,232

その他 3,237 3,804

貸倒引当金 △433 △489

流動資産合計 74,322 82,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,189 20,564

その他（純額） 17,312 21,534

有形固定資産合計 37,501 42,099

無形固定資産 2,435 2,422

投資その他の資産   

投資有価証券 15,891 17,111

その他 1,715 1,790

貸倒引当金 △111 △111

投資その他の資産合計 17,495 18,790

固定資産合計 57,431 63,311

資産合計 131,754 145,663
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,013 14,323

短期借入金 20,053 23,473

1年内返済予定の長期借入金 4,990 4,618

1年内償還予定の社債 220 220

未払法人税等 1,456 1,097

賞与引当金 1,609 1,628

役員賞与引当金 12 14

その他 6,289 8,287

流動負債合計 46,644 53,663

固定負債   

社債 220 110

長期借入金 13,868 14,503

退職給付引当金 7,532 7,272

役員退職慰労引当金 17 9

その他 2,175 2,706

固定負債合計 23,812 24,603

負債合計 70,457 78,266

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 43,545 45,326

自己株式 △597 △599

株主資本合計 60,554 62,333

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,314 6,998

繰延ヘッジ損益 － △4

為替換算調整勘定 △6,664 △3,207

その他の包括利益累計額合計 △350 3,786

少数株主持分 1,092 1,276

純資産合計 61,296 67,396

負債純資産合計 131,754 145,663
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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 60,152 66,234

売上原価 41,485 45,280

売上総利益 18,667 20,953

販売費及び一般管理費 14,856 16,564

営業利益 3,810 4,388

営業外収益   

受取利息 16 20

受取配当金 195 177

持分法による投資利益 61 －

為替差益 － 134

その他 208 199

営業外収益合計 482 531

営業外費用   

支払利息 227 218

持分法による投資損失 － 39

為替差損 155 －

その他 72 58

営業外費用合計 455 315

経常利益 3,837 4,604

特別利益   

固定資産売却益 2 0

段階取得に係る差益 99 －

その他 10 －

特別利益合計 112 0

特別損失   

固定資産処分損 7 9

投資有価証券評価損 － 3

火災事故による損失額 － 1,338

特別損失合計 7 1,351

税金等調整前四半期純利益 3,942 3,252

法人税、住民税及び事業税 1,053 1,111

法人税等調整額 145 △182

法人税等合計 1,199 929

少数株主損益調整前四半期純利益 2,742 2,323

少数株主利益 101 145

四半期純利益 2,641 2,178
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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 2,742 2,323

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △201 683

繰延ヘッジ損益 △1 △4

為替換算調整勘定 77 3,489

持分法適用会社に対する持分相当額 △16 124

その他の包括利益合計 △141 4,293

四半期包括利益 2,601 6,617

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,480 6,315

少数株主に係る四半期包括利益 121 301
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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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