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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 29,496 0.4 1,901 12.4 1,959 8.5 1,054 4.9

22年３月期第１四半期 29,385 △8.3 1,691 △35.9 1,805 △36.9 1,005 △42.6

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

23年３月期第１四半期 10 51 ―

22年３月期第１四半期 10 02 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 121,905 53,706 43.2 524 17

22年３月期 120,792 53,980 43.8 527 26

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 52,612百万円  22年３月期 52,925百万円

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

22年３月期 ― 4 00 ― 5 00 9 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 4 00 ― 4 00 8 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 61,100 3.8 3,500 11.6 3,400 5.5 2,200 22.5 21 92

通期 114,300 △0.0 4,100 △24.4 3,900 △30.3 2,400 1.4 23 91



 
     (注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の有無となります。 

 

 
     (注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処

理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

・平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期の連結業績予想のうち、第２四半期（累計）につ

いて本資料において修正しております。 

・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、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。 

 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性

的情報」をご参照ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ― 社 (            )、除外 ― 社 (            )

     (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 100,761,988株 22年３月期 100,761,988株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 389,494株 22年３月期 384,765株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 100,374,603株 22年３月期１Ｑ 100,391,349株

(注意事項)
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当第１四半期連結累計期間における経済環境は、海外では、欧州は内需の回復力が弱く低成長なが

ら、米国経済は緩やかな回復が続き、アジアでは民需主導で堅調な経済環境を維持し特に中国では一

段と成長を続けています。 

 わが国の経済は、こうした世界経済の緩やかな回復を背景に景気の持ち直しが見られましたが、国

内ではデフレ状態が継続し、雇用情勢の悪化懸念も未だ残り、厳しい状況が続いています。 

香料業界では、中国や東南アジア他の成長市場が順調に業界を牽引し、欧米でも回復基調が見られ

た一方で、当社を含む世界トップグループの香料会社による寡占化傾向の中でのシェア争い、また国

内でも本格的な回復には至らない個人消費の動向など、国内外ともに非常に厳しい競争環境が続いて

おります。 

このような中、当社グループは前連結会計年度より中期経営計画『NEW TAKASAGO GLOBAL PLAN 

(GP-1)』を始動させ、世界24カ国における堅固なグローバル連結経営により事業を推進し、当第１四

半期連結累計期間の売上高は29,496百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は1,901百万円（前年同

期比12.4％増）、経常利益は1,959百万円（前年同期比8.5％増）、四半期純利益は1,054百万円（前

年同期比4.9％増）となりました。 

  

前連結会計年度末と比較して、総資産は1,112百万円増加し、121,905百万円となりました。主な増

減は、受取手形及び売掛金の増加3,119百万円、投資有価証券の減少1,011百万円、商品及び製品の減

少449百万円等であります。 

前連結会計年度末と比較して、負債は1,386百万円増加し、68,198百万円となりました。主な増減

は、支払手形及び買掛金の増加2,386百万円、長期借入金の増加1,518百万円、１年内返済予定の長期

借入金の減少1,480百万円、未払法人税等の減少683百万円、賞与引当金の減少728百万円等でありま

す。 

前連結会計年度末と比較して、純資産は273百万円減少し、53,706百万円となりました。主な増減

は、その他有価証券評価差額金の減少605百万円、為替換算調整勘定の減少254百万円、利益剰余金の

増加552百万円等であります。 

  

平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期の連結業績予想のうち、第２四半期（累計）

について本資料において修正しております。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益への影響は軽微でありますが、税金等調整前四半期純利益は144百

万円減少しております。 

  

「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20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四

半期連結累計期間より「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

②資産除去債務に関する会計基準の適用

③表示方法の変更
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,391 10,200

受取手形及び売掛金 25,559 22,439

商品及び製品 19,001 19,451

仕掛品 318 238

原材料及び貯蔵品 8,640 8,593

その他 2,878 2,985

貸倒引当金 △212 △225

流動資産合計 66,577 63,683

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,836 21,062

その他（純額） 15,778 16,179

有形固定資産合計 36,615 37,242

無形固定資産 4,256 4,409

投資その他の資産

投資有価証券 12,643 13,654

その他 1,984 1,970

貸倒引当金 △171 △167

投資その他の資産合計 14,455 15,457

固定資産合計 55,327 57,109

資産合計 121,905 120,792

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,094 9,707

短期借入金 20,760 20,247

1年内返済予定の長期借入金 5,933 7,414

1年内償還予定の社債 610 610

未払法人税等 357 1,041

賞与引当金 893 1,621

役員賞与引当金 11 39

その他 5,252 5,133

流動負債合計 45,914 45,816

固定負債

社債 1,240 1,360

長期借入金 12,073 10,554

退職給付引当金 8,120 8,075

役員退職慰労引当金 5 4

その他 843 1,000

固定負債合計 22,283 20,995

負債合計 68,198 66,812
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,248 9,248

資本剰余金 8,358 8,358

利益剰余金 36,166 35,613

自己株式 △177 △175

株主資本合計 53,595 53,044

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,276 4,881

繰延ヘッジ損益 △3 －

為替換算調整勘定 △5,256 △5,001

評価・換算差額等合計 △983 △119

少数株主持分 1,094 1,055

純資産合計 53,706 53,980

負債純資産合計 121,905 120,792
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 29,385 29,496

売上原価 20,809 20,285

売上総利益 8,576 9,211

販売費及び一般管理費 6,884 7,310

営業利益 1,691 1,901

営業外収益

受取利息 12 3

受取配当金 159 169

持分法による投資利益 54 12

その他 107 153

営業外収益合計 334 339

営業外費用

支払利息 163 137

為替差損 31 116

その他 24 27

営業外費用合計 220 281

経常利益 1,805 1,959

特別利益

貸倒引当金戻入額 4 14

特別利益合計 4 14

特別損失

固定資産処分損 4 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 138

その他 － 2

特別損失合計 4 142

税金等調整前四半期純利益 1,805 1,831

法人税、住民税及び事業税 282 268

法人税等調整額 503 444

法人税等合計 785 712

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,118

少数株主利益 13 63

四半期純利益 1,005 1,054
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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) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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