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１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 30,735 3.5 2,069 △10.1 2,287 △4.1 1,554 4.0

24年３月期第１四半期 29,694 0.7 2,302 21.1 2,385 21.8 1,494 41.7

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 2,917百万円(1.2％) 24年３月期第１四半期 2,883百万円(912.2％)

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

25年３月期第１四半期 15 65 ―

24年３月期第１四半期 14 89 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 124,638 55,345 43.3

24年３月期 117,745 52,838 43.9

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 54,002百万円 24年３月期 51,656百万円

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

24年３月期 ― ４ 00 ― ４ 00 ８ 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ４ 00 ― ４ 00 ８ 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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)

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) 58,000 △3.2 3,400 △24.1 3,400 △23.6 2,000 △23.8 20 14
通 期 114,000 0.3 5,200 30.9 5,200 21.0 3,100 74.7 31 22



  
  

   

   

 
（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」

に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計

上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
  

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期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）連結業績予想に関する定性的情報」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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年３月期１Ｑ 100,761,988株 24年３月期 100,761,988株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,489,910株 24年３月期 1,463,140株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 99,273,389株 24年３月期１Ｑ 100,353,327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1四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政不安がもたらす世界的な景気減速懸念

により先行き不透明感が残る中、アジアでは引き続き堅調な経済環境を維持しており、全体としては

弱い回復基調で推移いたしました。わが国の経済は、復興需要を背景に個人消費等に回復の兆しが見

られる一方で、依然緩やかなデフレ状態が継続し、海外景気の下振れリスクや円高の影響など、楽観

できない状況が続いております。 

香料業界においては、中国や東南アジア他の成長市場が順調に推移いたしましたが、原料高騰等の

影響が懸念されております。また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

のシェア争いや、市場が成熟している国内での事業展開など、内外ともに非常に厳しい競争環境が続

いております。 

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24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１四半期連結累計期間の売上高は30,735百万円（前年同四半期

比3.5％増）、営業利益は2,069百万円（前年同四半期比10.1％減）、経常利益は2,287百万円（前年

同四半期比4.1％減）、四半期純利益は1,554百万円（前年同四半期比4.0％増）となりました。 

  

当第１四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6,893百万円増加し、

124,638百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加4,347百万円、有形固定資産の

増加2,080百万円等であります。 

負債は前連結会計年度末と比較して4,386百万円増加し、69,293百万円となりました。主な増減

は、支払手形及び買掛金の増加2,540百万円、短期借入金の増加2,207百万円、未払法人税等の減少

798百万円等であります。 

純資産は前連結会計年度末と比較して2,506百万円増加し、55,345百万円となりました。主な増減

は、為替換算調整勘定の増加1,536百万円、利益剰余金の増加1,156百万円等であります。 

  

平成24年５月14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）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。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。 

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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,205 10,878

受取手形及び売掛金 24,036 28,384

有価証券 100 100

商品及び製品 17,230 18,188

仕掛品 351 357

原材料及び貯蔵品 10,943 11,275

その他 2,358 2,188

貸倒引当金 △347 △505

流動資産合計 65,878 70,866

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,754 20,549

その他（純額） 15,239 16,525

有形固定資産合計 34,993 37,074

無形固定資産 2,926 2,864

投資その他の資産   

投資有価証券 12,323 12,025

その他 1,737 1,921

貸倒引当金 △114 △113

投資その他の資産合計 13,946 13,833

固定資産合計 51,866 53,772

資産合計 117,745 124,638

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,503 14,044

短期借入金 18,656 20,863

1年内返済予定の長期借入金 4,708 4,806

1年内償還予定の社債 460 340

未払法人税等 1,114 316

賞与引当金 1,576 807

役員賞与引当金 40 18

その他 5,712 6,529

流動負債合計 43,772 47,727

固定負債   

社債 440 440

長期借入金 12,087 12,260

退職給付引当金 7,757 7,876

役員退職慰労引当金 9 9

その他 838 978

固定負債合計 21,134 21,565

負債合計 64,906 69,293
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

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 39,666 40,822

自己株式 △585 △589

株主資本合計 56,686 57,839

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,470 4,127

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △9,500 △7,964

その他の包括利益累計額合計 △5,030 △3,836

少数株主持分 1,181 1,342

純資産合計 52,838 55,345

負債純資産合計 117,745 124,638
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 29,694 30,735

売上原価 20,273 21,031

売上総利益 9,421 9,703

販売費及び一般管理費 7,118 7,634

営業利益 2,302 2,069

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 173 179

持分法による投資利益 29 28

為替差益 － 2

その他 98 147

営業外収益合計 306 363

営業外費用   

支払利息 123 115

為替差損 24 －

その他 75 29

営業外費用合計 223 145

経常利益 2,385 2,287

特別利益   

固定資産売却益 1 0

段階取得に係る差益 － 99

その他 － 10

特別利益合計 1 110

特別損失   

固定資産処分損 5 2

特別損失合計 5 2

税金等調整前四半期純利益 2,382 2,395

法人税、住民税及び事業税 477 362

法人税等調整額 344 396

法人税等合計 822 759

少数株主損益調整前四半期純利益 1,560 1,636

少数株主利益 65 82

四半期純利益 1,494 1,554
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 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,560 1,636

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 142 △342

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 1,174 1,595

持分法適用会社に対する持分相当額 6 27

その他の包括利益合計 1,323 1,280

四半期包括利益 2,883 2,917

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,779 2,747

少数株主に係る四半期包括利益 104 169
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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

高砂香料工業㈱ (4914) 平成25年３月期  第１四半期決算短信

8


