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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第２四半期 60,547 2.9 5,104 62.8 4,997 55.0 3,325 85.1

22年３月期第２四半期 58,841 △10.6 3,136 △39.6 3,223 △39.1 1,796 △45.6

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２四半期 33 13 ―

22年３月期第２四半期 17 90 ―

 (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２四半期 122,268 53,746 43.0 524 40

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２四半期 52,633百万円  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 ― 4 00

23年３月期(予想) ― 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、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 115,400 0.9 6,000 10.6 5,800 3.7 3,700 56.3 36 86



  

 
     (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。 

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.２「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２Ｑ 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２Ｑ 394,772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２Ｑ 100,371,958株 22年３月期２Ｑ 100,388,795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経済環境は、海外では、欧州・米国経済ともに緩やかな回復が

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、加えて急速な円高の進行、依然として厳しい雇用情勢など、楽観できな

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、欧米市場でも回復基調が見

られ、個人消費が持ち直しつつある国内でも夏場の需要などが堅調に推移しました。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、市場が成熟し、か

つ継続的なデフレ状況下での国内の事業展開など、内外ともに非常に厳しい競争環境が続いておりま

す。 

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２四

半期連結累計期間の売上高は60,547百万円（前年同期比2.9％増）、営業利益は5,104百万円（前年同

期比62.8％増）、経常利益は4,997百万円（前年同期比55.0％増）、四半期純利益は3,325百万円（前

年同期比85.1％増）となりました。 

前連結会計年度末と比較して、総資産は1,475百万円増加し、122,268百万円となりました。主な増

減は、受取手形及び売掛金の増加4,437百万円、投資有価証券の減少1,381百万円等であります。 

前連結会計年度末と比較して、負債は1,709百万円増加し、68,522百万円となりました。主な増減

は、支払手形及び買掛金の増加2,361百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少1,268百万円等であ

ります。 

前連結会計年度末と比較して、純資産は234百万円減少し、53,746百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加2,823百万円、為替換算調整勘定の減少2,329百万円等であります。 

平成22年11月２日に公表いたしました業績見通しの数字に変更はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

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。 

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

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

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
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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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益及び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145百万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２四

半期連結累計期間では、「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。 

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 11,516 10,200

受取手形及び売掛金 26,877 22,439

商品及び製品 18,697 19,451

仕掛品 355 238

原材料及び貯蔵品 8,815 8,593

その他 2,506 2,985

貸倒引当金 △208 △225

流動資産合計 68,560 63,683

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,065 21,062

その他（純額） 15,602 16,179

有形固定資産合計 35,668 37,242

無形固定資産 3,984 4,409

投資その他の資産

投資有価証券 12,273 13,654

その他 1,952 1,970

貸倒引当金 △171 △167

投資その他の資産合計 14,054 15,457

固定資産合計 53,707 57,109

資産合計 122,268 120,792

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,068 9,707

短期借入金 20,268 20,247

1年内返済予定の長期借入金 6,145 7,414

1年内償還予定の社債 535 610

未払法人税等 1,038 1,041

賞与引当金 1,629 1,621

役員賞与引当金 20 39

その他 5,023 5,133

流動負債合計 46,730 45,816

固定負債

社債 1,130 1,360

長期借入金 11,925 10,554

退職給付引当金 7,977 8,075

役員退職慰労引当金 5 4

その他 752 1,000

固定負債合計 21,791 20,995

負債合計 68,522 66,812
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 38,436 35,613

自己株式 △179 △175

株主資本合計 55,863 53,044

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,108 4,881

繰延ヘッジ損益 △8 －

為替換算調整勘定 △7,330 △5,001

評価・換算差額等合計 △3,230 △119

少数株主持分 1,112 1,055

純資産合計 53,746 53,980

負債純資産合計 122,268 120,792
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(2) 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21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 58,841 60,547

売上原価 41,667 40,835

売上総利益 17,174 19,712

販売費及び一般管理費 14,038 14,607

営業利益 3,136 5,104

営業外収益

受取利息 21 15

受取配当金 175 187

持分法による投資利益 92 26

その他 381 247

営業外収益合計 671 476

営業外費用

支払利息 325 276

為替差損 210 240

その他 48 66

営業外費用合計 583 583

経常利益 3,223 4,997

特別利益

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 － 41

貸倒引当金戻入額 6 15

特別利益合計 7 56

特別損失

固定資産処分損 12 25

投資有価証券評価損 69 73

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 138

その他 － 1

特別損失合計 82 238

税金等調整前四半期純利益 3,148 4,815

法人税、住民税及び事業税 1,000 1,102

法人税等調整額 295 252

法人税等合計 1,295 1,355

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,460

少数株主利益 56 134

四半期純利益 1,796 3,325
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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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