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米国会計基準採用の有無 無

１. 18年 3月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日 ～ 平成 18 年 3 月 31 日）

(1)連結経営成績 　　　　        　 （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

  18年     3月期 105,721 4,666 △ 13.4 4,509 △ 14.0
  17年     3月期 101,205 5,389 42.5 5,241 57.6

１ 株 当 た り 株主資本 総資本 売上高

当 期 純 利 益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

  18年     3月期 2,907 28.46 － 6.4 3.9 4.3
  17年     3月期 3,257 31.91 － 8.1 4.8 5.2
(注)①持分法投資損益           18年 3月期  △84百万円 17年 3月期  △27百万円   

     ②期中平均株式数（連結）　 18年 3月期 100,514,478株  17年 3月期 100,550,473株

     ③会計処理の方法の変更　　 無

     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

  18年     3月期 120,345 48,723 40.5 484.35
  17年     3月期 111,556 41,890 37.6 416.21
(注)①期末発行済株式数（連結）　 18年 3月期  100,498,118株 17年 3月期 100,528,868株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

  18年     3月期 5,627 △ 5,503 △ 983 6,345
  17年     3月期 6,882 △ 4,867 △ 1,374 6,801

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

    連結子会社数      15 社   持分法適用非連結子会社数　      14 社   持分法適用関連会社数　     3 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

    連結（新規）    0  社  （除外）    0　社   持分法（新規）     0　社  （除外）　     0　社

２. 19年 3月期の連結業績予想（ 平成 18 年 4 月 1 日  ～  平成 19 年 3 月 31 日 ）
　

百万円 百万円 百万円

中間期 55,000 3,300 2,100
通　期 110,000 4,500 3,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     29 円  38 銭

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果

となる可能性があります。

売   上   高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー

１株当たり株主資本

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による

株主資本比率

財務活動による 現金及び現金同等物

期　 末 　残 　高

売    上    高 営　業　利　益

当期純利益

経　常　利　益

4.5
5.2

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益

△ 10.7
80.2

総  資  産 株  主  資　本
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 

  当社グループは、当社、子会社 29 社及び関連会社３社で構成され、フレーバー、フレグランス、アロマ

ケミカル、ファインケミカルの製造・販売を主な事業内容として、さらに各事業に関連する研究、植物の

栽培及び不動産賃貸をはじめ、その他のサービス等の活動を展開しております。 

なお、当社グループの主な会社の事業内容及び当社と関係会社等の当該事業に係る位置付け並びに事業

の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

事業内容及び品目 主な会社 

香料事業  

フレーバー 

の製造・販売 

（輸出入を含む） 

清涼飲料、アイスクリーム

などの冷菓、キャンディー、

ガム、菓子、調理加工食品

（冷凍食品、スープ、調味

料）、タバコなどに使用され

るフレーバー、天然香料、

その他加工用食品素材（コ

ーヒーエキス、果汁等）、そ

の他の食品添加物及び関連

商品 

フ レ グ ラ ン ス 

の製造・販売 

(輸出入を含む) 

香水、オーデコロン、化粧

品などのフレグランス及び

石鹸、洗剤、シャンプー、

芳香剤、トイレタリー、ハ

ウスホールドなどに使用 

される香料及び関連商品 

アロマケミカルの 

製造・販売 

（輸出入を含む） 

メントール、ムスクなどの

合成香料 

ファインケミカルの 

製造・販売 

（輸出入を含む） 

医農薬中間体、写真工業薬

品を含む有機電子材料など

の精密化学品 

 

 

当社、 

Takasago International Corporation(U.S.A.)、 

Takasago de Mexico S.A.de C.V.、 

Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.、

Takasago Europe G.m.b.H.、 

Takasago International Chemicals (Europe) S.A.、

Takasago International (Singapore) Pte Ltd、 

上海高砂・鑑臣香料有限公司、 

高砂香料（広州）有限公司、 

株式会社高砂ケミカル、高砂スパイス株式会社、 

高栄産業株式会社、高砂珈琲株式会社、 

高砂フードプロダクツ株式会社、 

株式会社高砂アロマス、 

株式会社高砂インターナショナルコーポレーション、

南海果工株式会社、 

その他海外 14 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会社数 31 社）

 

その他の事業  

不動産賃貸、 

他サービス業 
― 

 

当社、その他国内２社 

 

（会社数 ３社）
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事業の系統図は次のとおりであります。 

得     意     先 
 

 

 

製 

商 

品 

製 

商 

品 

 製 

 商 

 品 

 

子会社 

 高砂ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

 高砂ケミカル 

関連会社 

 

 

 

 

 

 

 南海果工 

 その他２社 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子会社 

 ＴＩＣ（ＵＳＡ） 

 ＴＤＭ 

 ＴＥＰＬ 

 ＴＥＧ 

 ＴＩＣＳＡ 

 ＴＩＳ 

 ＳＴＵ 

 高砂ケミカル 

 高砂スパイス 

 高砂珈琲 

 その他 13 社 

関連会社 

 南海果工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製 

 商 

 品 

 

 

 

 

 

香  料  事  業 そ の 他 の 事 業 

当     社 
 

倉 

 

庫 

 

配 

送 

他 

製

商

品

 

原 

 

料 

製

品

  

原 

 

料 

不 

動 

産 

仲 

介 

他 

保 

険 

代 

理 

店 

等 
子会社 

 高栄産業 

 

 

 

 

子会社 

 その他 1 社 

 

 

子会社 

 その他 1 社 

子会社 

 高砂ケミカル 

 高砂スパイス 

 高砂珈琲 

 高砂ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 

 高砂アロマス 

関連会社 

 南海果工 

 

子会社 

 ＴＩＣ（ＵＳＡ） 

 ＴＤＭ 

  ＴＥＰＬ 

 ＴＥＧ 

 ＴＩＣＳＡ 

 ＴＩＳ 

ＳＴＵ 

高砂ケミカル 

高砂スパイス 

 高砂珈琲 

  高砂ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 

  高砂アロマス 

 その他２社 

関連会社 

 南海果工 

 その他 1 社 

 

 

 

 

 

 

   

 

(注)     会社名は書面の都合上、略称にて記載しております。 

         Takasago International Corporation(U.S.A.)     ……TIC(USA) 

         Takasago de Mexico S.A.de C.V.                 ……TDM 

         Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.  ……TEPL 

         Takasago Europe G.m.b.H.                       ……TEG 

         Takasago International Chemicals (Europe) S.A. ……TICSA 

         Takasago International (Singapore) Pte Ltd     ……TIS 

         上海高砂・鑑臣香料有限公司                     ……STU 
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２．経 営 方 針 

１. 経営の基本方針 

当社グループは、創業以来「技術立脚の精神に則り、社会に貢献する」を企業理念として、グローバル香料

市場でトップを競う企業を目指しております。現在、当社グループは世界で売上高第６位の香料会社であります

が、「グローバル市場でのトップクラスの香料会社を目指す」「地球環境に配慮し、地域社会を大切にした、世界

の人々から共感を得られる企業を目指す」との基本方針の下、収益力増強とマーケットシェア拡大をともに図る

事により、現在の香料業界トップレベル企業の売上高であります 2,000 億円台に挑戦してまいります。 

 

２． 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主重視の経営を旨として、より高い水準の利益を確保できる経営体質を目指し、安定配当の継続

性並びに業績水準を勘案した配当を実施することを方針としております。 

内部留保金につきましては、コア事業の拡大を目指した生産設備、研究開発、情報関連等の投資に充当す

るとともに、財務体質の強化に活用してまいります。 

当期の期末配当金は、1 株当たり４円（なお、中間配当金とあわせると年間配当金は８円）とさせていただきま

す。 

 

３. 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、企業価値を増大させ、投資家の皆さまにより投資しやすい環境を整えることおよび当社株式の流動

性を高めることは重要な課題であると認識しております。投資単位の引下げにつきましては、今後の当社株価

の推移や市場の動向などを総合的に勘案し、引き続き検討してまいります。 

 

４. 目標とする経営指標   

当社グループは、安定的な利益確保と自己資本の充実による強固な財務体質構築のために、当期終了しま

した中期経営計画『プログラムＧ２(Global & Group)』の結果を踏まえ、新たな中期経営計画『プログラムＧ３

(Growth in Group & Global)』（2006 年度～2008 年度）において、以下の指標を設定いたしました。 

（1） 売上高                        1,230 億円 

（2） 営業利益率                          6.0％ 

（3） ＲＯＥ(株主資本利益率)                8.0％ 

（4） Ｄ/Ｅレシオ(有利子負債比率)            0.70 
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５. 対処すべき課題および中長期的な経営戦略 

当社は、1920 年創業以来、国内業務推進に加え、グローバル化を進めてまいりました結果、世界 23 カ国に

拠点を有する売上高世界第６位の香料会社に成長することができました。特に、当期終了いたしました３カ年中

期経営計画『プログラム G２ (Global & Group)』では、グローバル化の進展に成果を上げる事ができ、海外黒字

化の達成ができました。しかしながら、海外市場における当社のシェアは依然として低く、競争が激化している

グローバル香料市場でトップを競う企業となるためには、海外業務の一層の業容拡充は必須の課題でありま

す。 

こうした課題に対処するため、当社グループでは、「グローバル市場でのトップクラス香料会社」へのステップ

アップのため、まずはグローバル香料業界 Tier２入り（年商 1,500 億円規模）を目標に、新たな３カ年中期経営

計画『プログラム G３ (Growth in Group & Global)』を策定し、以下の諸施策を実施してまいります。 

 

(1)  GSPC 体制強化による事業のグローバル化推進 

当社グループのグローバル事業を競合各社に伍して強力に展開するためには、当社グループが有す

るグローバル経営資源をさらに有効に活用することが重要であると考えております。このため、前中期経

営計画『プログラム G２』において、フレーバー、フレグランス、ケミカルで内外の拠点を横断的にカバー

する GSPC（Global Strategy & Planning Committee）を設けて、研究、製品、市場動向等の情報の共有化、

共同研究開発、共同マーケティングの実施等を強力に推進し、海外業務の収益性改善に大きく貢献い

たしました。 

新中期経営計画『プログラム G３』においては、この GSPC 体制を強化するための施策を行います。ま

ず本年４月、本社に GSPC オフィスを設けました。この部門は、GSPC と経営層との縦のコミュニケーション

を一層緊密にし、その結果、GSPC活動に経営の意思がより迅速に反映される事を意図しており、将来的

にはグローバル事業本部制へと展開する布石と位置づけております。 

GSPC オフィスの具体的な活動内容としては 

 ・グローバルにまたがるプロジェクトの統制推進 

 ・グローバルな顧客の対応戦略組織 

 ・新規地域の開拓のサポート、マーケティング機能の発揮 

等が挙げられます。 
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(2)   グループ経営管理体制の推進 

グローバル化の基盤強化のためには、グループ経営管理体制を整備する必要があります。将来的に

は、グローバル経営企画を行う「コーポレートオフィス」、および本社サービス部門の機能をグローバル化

した「コーポレートサービスセンター」を設置し、上述のグローバル事業本部制への展開と併せ、グローバ

ルな市場に対応できる組織構想を掲げております。 

一方で、このようなグローバル体制構築には、業務のグローバル化に対応できる人材の確保が重要と

なってまいります。その観点から、グローバル人材交流を一層推進する等、グローバルに対応できる人材

を育成する施策も順次行います。 

また、当社の企業理念である「技術立脚」の基盤は、研究活動から生み出されてまいります。当社は研

究所をグローバルに展開しておりますが、『プログラム G３』では、グローバル視点から、研究体制を 適

化・強化するための見直しを計画しております。 

 

(3)  グローバル顧客の積極的獲得 

現在の香料業界、特にグローバル顧客は、原料の購入にあたり、品質の安定・価格の低減を目的とし、

サプライヤーを数社に絞り込む「コアリスト制」の導入を進めております。従って、グローバル市場でシェア

を伸ばす為には、コアサプライヤーとして認知されることが必要です。 

そのためには、高砂ブランドの拡充が必要であり、不斉合成を駆使したニューケミカルの開発など、当

社コア技術を活かした商品開発に一層力を入れるとともに、アジアで唯一のグローバル香料会社の強み

を活かした営業を推進したいと考えております。すでに中国の新工場をはじめ、拠点作りは終了しており、

これらを有効活用し、売上増大を目指します。 

 

(4)  グローバル経営資源の有効活用によるローカル取引の強化 

コアリスト制は、業績拡大の可能性の一方で、業績変動のリスクともなり得るため、それをカバーするた

めの安定収益基盤の確保も必要です。香料の特性を考えると、 終消費者の嗜好は地域・国・風土・食

文化に大きく依存しておりますので、それらを一番熟知している地場の拠点がローカル取引を強化する

事は、安定的な収益基盤を確保する上で重要となります。無論、ローカルの嗜好に合致した製品の開

発・供給にあたっては、当社がグローバルに展開している研究・生産などの経営資源をフルに活用するこ

とが可能であり、GSPC を含めたグループ経営のグローバル化推進との相乗作用が期待されます。また、

各ローカル拠点がローカルビジネスを進める上で培った知見は、その地域に展開しているグローバル顧

客へのサービス向上にもつながります。 

 

 (5)  国内業務収益性の向上 

ローカル拠点の中で、日本国内の業務はグループ売上全体の 3 分の 2 を占めており、グループ

収益の根幹であります。近年、国内香料市場は成熟しており、また無香料化・少子化・グローバ

ル香料会社の日本進出など、今後も引き続き厳しい環境が予想されます。しかし、当社グループ

としては、その様な状況の中、根幹である国内業務の収益を確固たるものとするべく、新素材・

機能性素材など香料周辺領域を含めた重要性の高い分野への資源の効率的配分、及び業務プロセ

スの合理化・コスト削減など、直接的・間接的に競争力を高める施策を行ってまいります。 
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６． 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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３. 経営成績及び財政状態 

 

１．経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等により、緩やかな景気回復が持続

いたしました。世界経済も、米国や中国・アジアを中心に広く堅調に推移いたしました。 

香料業界におきましては、原料価格の高騰等により収益環境が厳しくなっている中、競合会社とのシェア競

争は国内外ともにますます激化いたしました。 

  このような状況の下、当社グループは中期経営計画『プログラムＧ２』に基づき、世界 23 カ国におけるグロー

バル経営資源の有効活用、海外事業の収益性の改善、国内事業の一層の強化により、堅固なグローバル経営

システムの確立に努めてまいりました。 

 当連結会計年度の連結売上高は、国内・海外とも順調に伸び、前期比 4.5%増の 105,721 百万円となりました。

部門別の連結売上高では、フレーバー部門は、国内のコーヒー・新素材や米国子会社が順調に伸長したこと

により、65,684 百万円(前期比 4.6％増)となりました。フレグランス部門は、米仏の海外子会社が好調に推移し、

22,868 百万円(前期比 7.6％増)となりました。アロマケミカル部門は、メントール等が順調に伸び、7,854 百万円

(前期比 13.0％増)となりました。ファインケミカル部門は、医薬中間体等が低調となり、7,710 百万円(前期比

10.6％減)となりました。その他不動産部門は、1,604 百万円(前期比 0.2%減)となりました。 

利益面では、原価上昇や組織強化のための経費増加等により、連結営業利益は前期比 13.4%減の4,666百

万円となりました。連結経常利益は、受取配当金の増加や支払利息の減少等もありましたが、営業利益の減少

を主因として、前期比 14.0%減の 4,509 百万円となりました。連結当期純利益は、投資有価証券売却益 645

百万円を計上しましたが、前期比 10.7％減の 2,907 百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は、香料事業は上記の理由により売上高は 104,117 百万円（前期比 4.5％増）

となり、営業利益は 3,232 百万円（前期比 18.2％減）となりました。その他の事業は、売上高 1,604 百万円（前期

比 0.2％減）となり、営業利益は 1,434 百万円（前期比 0.3%減）となりました。 

 所在地別セグメントの状況は、日本はフレーバー部門、アロマケミカル部門が伸長いたしましたが、ファインケ

ミカル部門が低調に推移し、売上高は 71,599 百万円(前期比 0.6%減)となり、営業利益は 2,990 百万円(前期比 

7.4%減)となりました。北米は、米国子会社、なかでもフレーバー部門が好調に推移し、売上高は 17,536 百万円

(前期比 40.7%増)となり、営業利益は 795 百万円(前期比 40.6%増)となりました。欧州は、フランス子会社が堅調

に推移した一方、ドイツ子会社が減収となり、売上高は 11,768 百万円(前期比 3.2%減)、営業利益は 567 百万

円(前期比 30.6%減)となりました。アジアでは、シンガポール子会社、中国子会社が堅調に推移し、売上高は 

4,816 百万円(前期比 5.9%増) となりましたが、経費の増加により営業利益は 402 百万円(前期比 32.4%減)となり

ました。 
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2. 財政状態 

  当期の連結キャッシュ・フローの状況は、投資活動及び財務活動による支出が営業活動による収入を上回り、

現金及び現金同等物の期末残高は前期末残高に比較して 455 百万円減少の 6,345 百万円となりました。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や法人税等の支払等により、前期比 18.2％減の

5,627 百万円の収入となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、当社磐田工場の設備投資や中国子会社の新工場建設等により 5,503

百万円（前期比 13.1％増）の支出となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、983 百万円（前期比 28.4％減）の支出となりま

した。 

なお、当社グループのキャッシュ･フロー指標は、以下のとおりです。 

 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年

自己資本比率 32.1% 34.1% 35.6% 37.6% 40.5%

時価ベースの自己資本比率 43.4% 31.8% 42.9% 50.0% 50.2%

債務償還年数 10.9 年 7.0 年 4.9 年 5.6 年 6.9 年

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 4.4 7.6 11.7 11.9 10.5

      （注） 自己資本比率： 自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産 

 債務償還年数： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべて

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。 

 

３. 次期の見通し 

  今後のわが国経済は、堅調な企業部門や雇用環境の改善等により、緩やかながらも景気回復の持続が期待

されます。世界経済では、原油価格の高止まりや金利上昇等による影響など不透明な要素はありますが、比較

的安定した状況が続くものと見込まれます。 

      一方、当社グループにおきましては、原価上昇や内外の厳しい競争等の予断を許さない環境が予想されま

す。このようななか、当社グループは新年度より新中期経営計画 『プログラムＧ３(Growth in Group & Global)』を

始動いたしました。『プログラム G2』で培ったグローバル経営システムを基盤にして、グローバル市場でのトップ

クラスの香料会社を目指し、さらなる堅固な連結経営の確立を着実に進めてまいります。 

      平成 19 年３月期の業績見通しは、連結売上高 110,000 百万円(当連結会計年度比 4.0％増)、連結営業利益

4,800 百万円(当連結会計年度比 2.9％増)、連結経常利益 4,500 百万円(当連結会計年度比 0.2％減)、連結当

期純利益 3,000 百万円(当連結会計年度比 3.2％増)を予想しております。 
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４. 事業等のリスク  

 決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 

 

（１）天候不順によるリスク 

天候不順、特に夏場の天候不順が、当社の主力製品である飲料用フレーバー等の販売に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

（２）為替レートの変動によるリスク 

当社グループは研究・製造・販売をグローバルに展開しており、海外連結子会社を８社所有しておりますが、

連結に際して、為替レートの変動によって円換算後の連結財務諸表が影響を受ける可能性があります。 

 

（３）海外進出によるリスク 

当社グループはグローバルに事業を展開しており、各国における予測しえない法律・規制の変更や、テロ・

戦争等の政治的・経済的混乱、伝染病の蔓延等の社会的混乱などによって、現地の生産活動や販売活動が

重要な影響を受ける可能性があります。 

 

（４）調達、販売に係るリスク 

当社グループは複数の取引先から原料・商品を調達しており、販売についても多岐に及ぶため、天災、消費

者嗜好、法的規制、その他重大な変化により調達、販売に困難が生じ、当社グループの業績が重要な影響を

受ける可能性があります。 

 

（５）新製品の研究開発に係るリスク 

当社グループは、消費者の潜在的なニーズを予想して新製品の研究開発に引き続き努力いたしますが、研

究開発の遅れや消費者のニーズの予期せぬ変化等によって、所期の研究開発投資効果が十分に得られない

可能性があります。 
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４．連 結 財 務 諸 表 等 

（１） 連 結 貸 借 対 照 表                               

増減金額

（△印減少）

注記 構成比 構成比 金額

番号 （％） （％） （百万円）

　(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 6,801 6,384 △416

　２　受取手形及び売掛金 21,213 21,812 598

　３　たな卸資産 26,286 28,339 2,052

　４　繰延税金資産 2,662 1,136 △1,526

　５　その他 638 989 350

　　　  貸倒引当金 △179 △127 52

　　　　 　流動資産合計 57,423 51.5 58,535 48.6 1,111

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※1

   (1)  建物及び構築物 40,359 42,480

　　　　減価償却累計額 △19,794 20,564 △20,973 21,506 941

   (2)  機械装置及び運搬具 40,013 41,765

　　　　減価償却累計額 △30,482 9,530 △32,478 9,287 △243

   (3)  工具器具備品 6,387 7,044

　　　　減価償却累計額 △4,832 1,554 △5,304 1,739 185

   (4)  土地 5,272 5,307 34

   (5)  建設仮勘定 698 700 2

         有形固定資産合計 37,620 33.7 38,541 32.0 920

　２　無形固定資産 329 0.3 487 0.4 158

　３　投資その他の資産

   (1)  投資有価証券 ※2 14,441 20,915 6,474

   (2)  出資金 ※2 389 442 52

   (3)  長期貸付金 156 67 △89

   (4)  繰延税金資産 ― 195 195

   (5)  その他 1,285 1,292 6

　　　　貸倒引当金 △90 △132 △41

　　　　投資その他の資産合計 16,182 14.5 22,780 19.0 6,598

　　　　　 固定資産合計 54,132 48.5 61,809 51.4 7,677

　　　　 　資産合計 111,556 100.0 120,345 100.0 8,788

（平成18年3月31日）

金額

（百万円）

当連結会計年度

区　分
金額

（百万円）

前連結会計年度

（平成17年3月31日）
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増減金額

（△印減少）

注記 構成比 構成比 金額

番号 （％） （％） （百万円）

　(負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 10,170 10,156 △13

　２　短期借入金 ※1、7 20,382 22,837 2,454

　３　一年以内に返済予定の長期借入金 ※1 4,288 2,562 △1,725

　４　一年以内に償還予定の社債 3,450 600 △2,850

　５　未払法人税等 748 493 △254

　６　繰延税金負債 77 70 △7

　７　その他 6,918 7,008 89

　　　　流動負債合計 46,035 41.2 43,728 36.3 △2,306

Ⅱ　固定負債

　１　社債 2,050 2,200 150

　２　長期借入金 ※1 8,905 11,069 2,163

　３　繰延税金負債 910 3,413 2,502

　４　退職給付引当金 8,903 8,867 △35

　５　役員退職慰労引当金 34 41 7

　６　その他 2,185 1,574 △611

　　　　固定負債合計 22,989 20.6 27,166 22.6 4,176

　　　　負債合計 69,025 61.8 70,894 58.9 1,869

　（少数株主持分）

　　　少数株主持分 640 0.6 726 0.6 85

　（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※5 9,248 8.2 9,248 7.7 ―

Ⅱ　資本剰余金 8,357 7.5 8,357 7.0 0

Ⅲ　利益剰余金 20,721 18.6 22,676 18.8 1,954

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 5,967 5.3 9,427 7.8 3,460

Ⅴ　為替換算調整勘定 △2,321 △2.0 △886 △0.7 1,434

Ⅵ　自己株式 ※6 △83 △0.0 △100 △0.1 △17

　　　資本合計 41,890 37.6 48,723 40.5 6,833

　　　負債、少数株主持分 111,556 100.0 120,345 100.0 8,788

　　　及び資本合計

（平成18年3月31日）

金額

（百万円）

当連結会計年度

区　分
金額

（百万円）

前連結会計年度

（平成17年3月31日）
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(２) 連 結 損 益 計 算 書 

増減金額

（△印減少）

注記 百分比 百分比 金額

番号 （％） （％） （百万円）

Ⅰ　売上高 101,205 100.0 105,721 100.0 4,516

Ⅱ　売上原価 70,303 69.5 74,249 70.2 3,945

　　　　　売上総利益 30,901 30.5 31,472 29.8 570

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 25,512 25.2 26,805 25.4 1,293

　　　　　営業利益 5,389 5.3 4,666 4.4 △722

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 24 37

　２　受取配当金 155 204

　３　為替差益 103 136

　４　その他 361 644 0.7 319 698 0.7 53

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 574 503

　２　持分法による投資損失 27 84

　３　その他 191 792 0.8 267 855 0.8 63

　　　　　経常利益 5,241 5.2 4,509 4.3 △731

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※2 6 10

　２　投資有価証券売却益 108 115 0.1 645 656 0.6 541

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産処分損 ※3 93 332

　２　貸倒引当金繰入額 － 25

　３　固定資産評価損 ※4 398 －

　４　投資有価証券評価損 － 13

　５　ｺﾞﾙﾌ会員権評価損 － 492 0.5 13 384 0.4 △107

　　税金等調整前当期純利益 4,864 4.8 4,781 4.5 △82

　　法人税、住民税及び事業税 638 394

　　法人税等調整額 917 1,555 1.5 1,444 1,838 1.7 282

　　少数株主利益 51 0.1 34 0.0 △16

　　当期純利益 3,257 3.2 2,907 2.8 △349

（百万円）

（自 平成17年４月 １日

当連結会計年度前連結会計年度

    至 平成18年３月31日）

金額

    至 平成17年３月31日）

区　分
金額

（百万円）

（自 平成16年４月 １日
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(３) 連 結 剰 余 金 計 算 書 

注記

番号

　（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 8,355 8,357

Ⅱ　資本剰余金増加高

　１　自己株式処分差益 1 1 0 0

Ⅲ　資本剰余金期末残高 8,357 8,357

　（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 18,322 20,721

Ⅱ　利益剰余金増加高

　１　当期純利益 3,257 3,257 2,907 2,907

Ⅲ　利益剰余金減少高

　１　配当金 804 905

　２　役員賞与 53 47

　　　（うち監査役賞与） (13) 858 (11) 952

Ⅳ　利益剰余金期末残高 20,721 22,676

区　分
金額

（百万円）

（自 平成16年４月 １日

（百万円）

（自 平成17年４月 １日

当連結会計年度前連結会計年度

   至 平成18年３月31日）

金額

    至 平成17年３月31日）
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

注記

番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　　税金等調整前当期純利益 4,864 4,781

　　　　減価償却費 4,212 4,278

　　　　貸倒引当金の増減額（減少：△） 7 △20

　　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） △240 △35

　　　　投資評価引当金の増減額（減少：△） △60 －

　　　　受取利息及び受取配当金 △179 △242

　　　　支払利息 574 503

　　　　投資有価証券売却益 － △645

　　　　固定資産処分損 － 332

　　　　固定資産評価損 398 －

　　　　売上債権の増減額（増加：△） △2,733 △187

　　　　たな卸資産の増減額（増加：△） △1,066 △1,657

　　　　仕入債務の増減額（減少：△） 1,273 △227

　　　　その他 △510 △309

　　　　　　　　小計 6,541 6,569

　　　　利息及び配当金の受取額 221 300

　　　　利息の支払額 △573 △535

　　　　法人税等の支払・還付額（支払：△） 693 △708

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 6,882 5,627

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　有形固定資産の取得による支出 △4,862 △5,351

　　　　有形固定資産の売却による収入 319 169

　　　　投資有価証券の取得による支出 △320 △872

　　　　投資有価証券の売却による収入 － 853

　　　　貸付金の回収による収入 4 5

　　　　その他 △8 △307

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △4,867 △5,503

Ⅲ　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（減少：△） △2,638 2,254

　　　　長期借入れによる収入 2,200 4,731

　　　　長期借入金の返済による支出 △2,565 △4,311

　　　　社債の発行による収入 2,500 750

　　　　社債の償還による支出 － △3,450

　　　　配当金の支払額 △804 △906

　　　　少数株主への配当金の支払額 △17 △17

　　　　その他 △48 △35

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,374 △983

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 28 403

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 669 △455

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,131 6,801

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 6,801 6,345

区　分

（自 平成16年４月 １日

金額

（百万円）

金額

（百万円）

当連結会計年度

    至 平成17年３月31日）

前連結会計年度

    至 平成18年３月31日）

（自 平成17年４月 １日
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

1．連結の範囲に関する事項 

   （イ）連結子会社の数   15 社 

  （連結子会社名） 

Takasago International Corporation(U.S.A.)、Takasago de Mexico S.A. de C.V.、 

Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.、Takasago Europe G.m.b.H.、 

 Takasago International Chemicals (Europe) S.A.、 

Takasago International (Singapore) Pte Ltd、 

  上海高砂・鑑臣香料有限公司、高砂香料（広州）有限公司、 

  株式会社高砂ケミカル、高砂スパイス株式会社、高栄産業株式会社、 

 高砂珈琲株式会社、高砂フードプロダクツ株式会社、株式会社高砂アロマス、 

 株式会社高砂インターナショナルコーポレーション 

  

   （ロ）非連結子会社の数  14 社 

  （主要な非連結子会社名） 

  高和産業株式会社、有限会社高砂保険サービス、高砂香料（上海）有限公司、 

  Takasago Import-Export Corporation (Philippines)、P.T.Takasago Indonesia、 

  Takasago International Corporation (Korea)、 Takasago Fragrancias E Aromas Ltda 

  （連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

 

2．持分法の適用に関する事項 

   （イ）持分法適用の非連結子会社の数  14 社 

  （主要な会社名） 

  高和産業株式会社、有限会社高砂保険サービス、高砂香料（上海）有限公司、 

  Takasago Import-Export Corporation (Philippines)、P.T.Takasago Indonesia、 

  Takasago International Corporation (Korea)、 Takasago Fragrancias E Aromas Ltda 

 

   （ロ）持分法適用の関連会社の数  ３社 

  （会社名） 

        南海果工株式会社、厦門華日食品有限公司、厦門華茗食品有限公司 

     
3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社のうち、国内子会社７社の決算日３月 31 日、在外子会社 8 社の決算日は 12 月 31 日であ

ります。在外子会社の決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については連結決算上必要な

調整を行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

   （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 
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時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定)によっております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

② デリバティブ 

時価法によっております。 

③ たな卸資産 

先入先出法による低価法によっております。 

    

   （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、主として定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）は定額法）を採用し、在外連結子会社は主として定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物及び構築物    ８～50 年 

 機械装置及び運搬具  ２～15 年 

 

② 無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）によっております。ただし、金額が僅少なものについては、一括費

用処理しております。 

      

   （ハ）繰延資産の処理方法 

       社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 

    

   （ニ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸 

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して 

おります。 

 
② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生 
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時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10 年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

 
③ 役員退職慰労引当金 

国内連結子会社において、役員の退任による退職慰労金の支払に備えるために設定した

もので、規定に基づく期末要支給額を計上しております。 

 
   （ホ）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

 

   （へ）重要なリース取引の処理方法 

リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リ－ス取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

   （ト）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。 

また、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。 

 
② ヘッジ手段とヘッジ対象 

          ヘッジ手段                ヘッジ対象 

         為 替 予 約             外貨建金銭債権債務 

         金利スワップ及び金利オプション      借   入   金 

 
③ ヘッジ方針 

ヘッジ取引に係る取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従って、取引の実行・管

理を行っております。 

 
④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ有効性評価は、原則として年 2 回、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計額を基礎として行っております。 

ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段の資産・負債に関する重要な条件が同一である場合には、 

ヘッジ有効性評価を省略しております。 
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   （チ）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

６．連結調整勘定の償却 

   連結調整勘定は、金額が僅少により一括償却しております。 

 
７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

    連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づい  

   て作成されております。 

 
８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。 

 

９．会計方針の変更 

     固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日)を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

 

10.表示方法の変更 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「投資

有価証券売却益」（108 百万円）、「固定資産処分損」（93 百万円）、および投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」（202 百万円）は重要

性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 当社の磐田工場の有形固定資産(建物、構築物、機

械装置、土地)は工場財団を設定して下記のとおり

債務の担保に供しております。 

  有形固定資産合計 4,954百万円

  同上に対する債務   

  短期借入金         1  〃 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 当社の磐田工場の有形固定資産(建物、構築物、機

械装置、土地)は工場財団を設定して下記のとおり

債務の担保に供しております。 
 
     有形固定資産合計   5,015百万円

     同上に対する債務  

       短期借入金        1  〃 

 (2) 建物、土地のうち不動産抵当として下記のとおり

債務の担保に供しております。 

  建物 2,476百万円

  土地      6  〃  

  同上に対する債務 

  長期借入金     2,082  〃  

 (うち１年以内に返済予定分)    (194  〃)
 

 (2) 建物、土地のうち不動産抵当として下記のとおり

債務の担保に供しております。 

  建物 2,335百万円

  土地      6  〃  

  同上に対する債務 

  長期借入金     1,888  〃  

 (うち１年以内に返済予定分)    (144  〃)
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

  投資有価証券(株式) 433百万円

  出資金       386  〃 
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

  投資有価証券(株式) 417百万円

  出資金       439  〃 
 

 ３ 保証債務 

   下記関係会社等の金融機関からの借入等に対し、

   債務保証を行っております。 

  南海果工㈱ 777百万円

  (実質負担額)     (388  〃)
  Takasago Fragrancias 
  E Aromas Ltda 

   18  〃 

 従業員    196  〃 

 計       992  〃 

   このほかに下記関係会社の金融機関の支払保証に

   対し、保証予約を行っております。 
    Takasago International 
    (Italia) S.R.L. 

        4  〃 
 

 ３ 保証債務 

   下記関係会社等の金融機関からの借入等に対し、

   債務保証を行っております。 

  南海果工㈱ 805百万円

  (実質負担額)     (402  〃)
  Takasago Fragrancias 
  E Aromas Ltda 

   28  〃 

 従業員    151  〃 

 計       985  〃 

   このほかに、下記関係会社の金融機関の支払保証

   に対し、保証予約を行っております。 
    Takasago International 
    (Italia) S.R.L. 

        4  〃 
  

 ４ 受取手形(輸出手形)割引高は、6百万円でありま
   す。 
 

 
 ４ 受取手形(輸出手形)割引高は、2百万円でありま
   す。 
 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式100,761千株で

あります。 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式100,761千株で

あります。 

※６ 連結会社、持分法適用会社が保有する自己株式の

数は、普通株式233千株であります。 

※６ 連結会社、持分法適用会社が保有する自己株式の

数は、普通株式263千株であります。 

※７ 特定融資枠契約 

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

   ため取引銀行８行と特定融資枠契約を締結してお

   ります。 

   当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

   残高は次のとおりであります。 

特定融資枠契約の総額 5,000百万円

借入実行残高     2,500  〃 

   差引額       2,500  〃 
 

※７ 特定融資枠契約 

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

   ため取引銀行７行と特定融資枠契約を締結してお

   ります。 

   当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

   残高は次のとおりであります。 

特定融資枠契約の総額 5,000百万円

借入実行残高       －  〃 

   差引額   5,000  〃 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりであります。 

 給料及び手当  6,439百万円

 荷造運賃及び保管料  1,798  〃 

 販売手数料  1,616  〃 

 福利厚生費  1,277 〃 

 研究開発費  7,690 〃 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりであります。 

 給料及び手当  6,629百万円

 荷造運賃及び保管料  1,881  〃 

 販売手数料  1,236  〃 

 福利厚生費  1,197 〃 

 研究開発費  7,853 〃 
 

   ※研究開発費については、複合科目として集計し

ております。なお、製造費用に含まれる研究開

発費はありません。 

   同左 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物     4百万円

機械装置及び運搬具         2  〃 

計         6  〃 
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具     1百万円

工具器具備品         1  〃 

土地         8 〃 

計        10 〃 
 

※３ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物        34百万円

機械装置及び運搬具        52  〃 

工具器具備品         6 〃 

計        93 〃 
  

※３ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
 

建物及び構築物        18百万円

機械装置及び運搬具        36  〃 

工具器具備品         9 〃 

その他    269  〃 

計       332 〃 
  
    その他は子会社 TIC(USA)社の所有するシカゴ

工場の固定資産処分損であります。 
※４ 固定資産評価損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 328百万円

機械装置及び運搬具        24 〃 

土地        46 〃 

計       398 〃 
   

※４     ―――――――――――― 
  

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期
   末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の
   金額との関係 

   現金及び預金勘定  6,801百万円

   預入期間が3ヶ月を超える定期 
   預金 

    －  〃 

   現金及び現金同等物  6,801  〃 
  

※１ 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期
   末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の
   金額との関係 

   現金及び預金勘定  6,384百万円

   預入期間が3ヶ月を超える定期 
   預金 

  △39  〃 

   現金及び現金同等物  6,345  〃 
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

 (百万円) (百万円) (百万円)

機械装置 
及び運搬具 

554 300 254

工具器具備品 1,138 652 485

合計 1,693 952 740

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

 (百万円) (百万円) (百万円)

機械装置 
及び運搬具 

633 324 308

工具器具備品 1,250 797 452

合計 1,884 1,122 761

 
  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

  同左 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内    268百万円

１年超    472 〃 

合計    740 〃 
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内    258百万円

１年超    502  〃 

合計    761 〃 
 

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

  同左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料    305百万円

  減価償却費相当額    305  〃 
  

  支払リース料    307百万円

  減価償却費相当額    307  〃  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 

 定額法によっております。 

④ 同左 
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(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  厚生年金基金：当社及び国内連結子会社１社は総合

設立型厚生年金基金制度を、また国

内連結子会社１社は連合設立型厚

生年金基金制度を採用しておりま

す。 

  適格退職年金：当社及び国内連結子会社３社は適格

退職年金制度を採用しております。

  退職一時金 ：当社及び国内連結子会社４社、在外

連結子会社３社は退職一時金制度

を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  厚生年金基金：当社及び国内連結子会社１社は総合

設立型厚生年金基金制度を、また国

内連結子会社１社は連合設立型厚

生年金基金制度を採用しておりま

す。 

  適格退職年金：当社及び国内連結子会社３社は適格

退職年金制度を採用しております。

  退職一時金 ：当社及び国内連結子会社７社、在外

連結子会社３社は退職一時金制度

を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

イ 退職給付債務  △16,298百万円

ロ 年金資産     4,559  〃 

ハ 未積立退職給付債務 
(イ＋ロ) 

 △11,739  〃 

ニ 未認識数理計算上の差異     2,828 〃 

ホ 未認識過去勤務債務         7 〃 

ヘ 合計額(ハ＋ニ＋ホ)   △8,903 〃 

ト 前払年金費用        － 〃 

チ 退職給付引当金(へ－ト)   △8,903 〃 

   (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

イ 退職給付債務  △16,353百万円

ロ 年金資産     5,421  〃 

ハ 未積立退職給付債務 
(イ＋ロ) 

 △10,931  〃 

ニ 未認識数理計算上の差異     2,057 〃 

ホ 未認識過去勤務債務         6 〃 

ヘ 合計額(ハ＋ニ＋ホ)   △8,867 〃 

ト 前払年金費用        － 〃 

チ 退職給付引当金(へ－ト)   △8,867 〃 

   (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

  (自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

イ 勤務費用       729百万円

ロ 利息費用       314 〃 

ハ 期待運用収益      △96 〃 
ニ 数理計算上の差異の費用

処理額 
      409 〃 

ホ 過去勤務債務の費用処理
額 

        0 〃 

ヘ 退職給付費用 
(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 

    1,357 〃 

   (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、「イ 勤務費用」に計上しており

ます。 

３ 退職給付費用に関する事項 

  (自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

イ 勤務費用     1,020百万円

ロ 利息費用       308 〃 

ハ 期待運用収益     △105  〃 
ニ 数理計算上の差異の費用

処理額 
      410 〃 

ホ 過去勤務債務の費用処理
額 

        0 〃 

ヘ 退職給付費用 
(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 

    1,635 〃 

   (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、「イ 勤務費用」に計上しており

ます。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の 
  期間配分方法 

期間定額基準 

ロ 割引率 2.0％ 

ハ 期待運用収益率 2.5％ 

ニ 数理計算上の差異の 
  処理年数 

翌連結会計年度
より10年 

ホ 過去勤務債務の額の 
  処理年数 

変更年度より10年

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の 
  期間配分方法 

期間定額基準 

ロ 割引率 2.0％ 

ハ 期待運用収益率 2.5％ 

ニ 数理計算上の差異の 
  処理年数 

翌連結会計年度
より10年 

ホ 過去勤務債務の額の 
  処理年数 

変更年度より10年

 
５ 厚生年金基金の年金資産残高 6,311百万円

  (注) 厚生年金基金制度は、複数事業主制度となって

おり、拠出に対応する年金資産額の合理的な計算

が困難なため、掛金拠出割合により、年金資産額

を算出しております。 

５ 厚生年金基金の年金資産残高 7,443百万円

  (注) 厚生年金基金制度は、複数事業主制度となって

おり、拠出に対応する年金資産額の合理的な計算

が困難なため、掛金拠出割合により、年金資産額

を算出しております。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

(繰延税金資産) 

 未払賞与     669百万円

 未払事業税等      70 〃 

 退職給付引当金   3,657 〃 

 役員退職慰労引当金      13 〃 

 役員退職慰労未払金      56 〃 

 繰越欠損金   1,607 〃 

 子会社の欠損金   4,009 〃 

 その他   1,013 〃 

繰延税金資産小計  11,098 〃 

 評価性引当額 △4,753 〃 

繰延税金資産合計   6,345 〃 

(繰延税金負債)  

 固定資産圧縮積立金   △419 〃 

 その他有価証券評価差額金 △4,093 〃 

 その他   △157 〃 

繰延税金負債合計 △4,670 〃 

繰延税金資産の純額   1,674 〃 

(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連
結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 
流動資産－繰延税金資産   2,662百万円

流動負債－繰延税金負債      77 〃 

固定負債－繰延税金負債     910 〃 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

(繰延税金資産) 

 未払賞与     663百万円

 未払事業税等      49  〃 

 退職給付引当金   3,762 〃 

 役員退職慰労引当金      13 〃 

 役員退職慰労未払金      56 〃 

 繰越欠損金      34 〃 

 子会社の欠損金   4,567 〃 

 その他    876 〃 

繰延税金資産小計  10,023 〃 

 評価性引当額 △4,986 〃 

繰延税金資産合計   5,037 〃 

(繰延税金負債)  

 固定資産圧縮積立金   △404 〃 

 その他有価証券評価差額金 △6,468 〃 

 その他   △315 〃 

繰延税金負債合計 △7,188 〃 

繰延税金資産の純額 △2,151  〃 

(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、
連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 
流動資産－繰延税金資産   1,136百万円

固定資産－繰延税金資産     195 〃 

流動負債－繰延税金負債      70 〃 

固定負債－繰延税金負債   3,413 〃 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 
 法定実効税率     40.7％

 （調整）     

 交際費等永久に損金に算入されない項目    2.2〃

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

  △0.5〃

 住民税均等割    0.6〃

 提出会社との法定実効税率差異   △3.3〃

 欠損子会社の税効果不適用による影響額   △6.0〃

 持分法投資損益    0.2〃

 その他   △2.0〃

 税効果会計適用後の法人税等の負担率     32.0〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 
 法定実効税率     40.7％

 （調整）     

 交際費等永久に損金に算入されない項目    3.2〃
 受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
  △0.7〃

 住民税均等割    0.6〃

 提出会社との法定実効税率差異   △2.6〃

 税効果不適用による影響額   △5.4〃

 受取配当金消去による影響額    0.7〃

 持分法投資損益    0.6〃

 その他     1.4〃

 税効果会計適用後の法人税等の負担率     38.5〃
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
 

 
香料事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 99,597 1,608 101,205 ― 101,205

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 313 313 (313) ―

計 99,597 1,922 101,519 (313) 101,205

  営業費用 95,647 482 96,129 (313) 95,816

  営業利益 3,949 1,439 5,389 ― 5,389

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

 

   資産 106,045 2,847 108,893 2,662 111,556

   減価償却費 4,026 272 4,299 ― 4,299

   資本的支出 3,425 449 3,875 ― 3,875

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 
香料事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 104,117 1,604 105,721 ― 105,721

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 299 299 (299) ―

計 104,117 1,904 106,021 (299) 105,721

  営業費用 100,884 469 101,354 (299) 101,054

  営業利益 3,232 1,434 4,666 ― 4,666

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

 

   資産 116,153 2,859 119,012 1,332 120,345

   減価償却費 4,010 267 4,278 ― 4,278

   資本的支出 4,921 185 5,106 ― 5,106

(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業の主な製品 

(1) 香料事業…………清涼飲料、アイスクリームなどの冷菓、キャンディー、ガム、スナック、 
調理加工食品(冷凍食品、スープ、調味料)、タバコなどに使用されるフレーバー 
石鹸、洗剤、香粧品、芳香剤などに使用されるフレグランス 
メントール、ムスクなどのアロマケミカル 
医農薬中間体や写真感光剤などのファインケミカル及びその関連商品 

(2) その他の事業……不動産賃貸収入 
３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は以下のとおりとなっております。 

前連結会計年度は2,662百万円であり、繰延税金資産であります。 
当連結会計年度は1,332百万円であり、繰延税金資産であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)
欧州 

(百万円)
アジア 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

72,030 12,465 12,160 4,549 101,205 ― 101,205

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

4,362 2,808 1,244 66 8,481 (8,481) ―

計 76,393 15,273 13,404 4,616 109,687 (8,481) 101,205

  営業費用 73,163 14,707 12,586 4,020 104,477 (8,661) 95,816

  営業利益 3,229 566 817 596 5,209 179 5,389

Ⅱ 資産 86,476 10,025 10,801 5,062 112,365 (809) 111,556

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)
欧州 

(百万円)
アジア 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

71,599 17,536 11,768 4,816 105,721 ― 105,721

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

4,824 2,747 1,070 94 8,737 (8,737) ―

計 76,424 20,284 12,838 4,911 114,458 (8,737) 105,721

  営業費用 73,433 19,488 12,270 4,508 109,701 (8,647) 101,054

  営業利益 2,990 795 567 402 4,756 (89) 4,666

Ⅱ 資産 92,653 12,198 10,988 7,314 123,156 (2,810) 120,345

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、メキシコ 
(2) 欧州……………フランス、ドイツ、スペイン 
(3) アジア…………シンガポール、中国 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は以下のとおりとなっております。 
前連結会計年度は2,662百万円であり、繰延税金資産であります。 
当連結会計年度は1,332百万円であり、繰延税金資産であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,437 10,906 6,462 1,234 34,040

Ⅱ 連結売上高(百万円)  101,205

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

15.3 10.8 6.4 1.2 33.6

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,464 11,780 7,392 1,234 36,872

Ⅱ 連結売上高(百万円)  105,721

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

15.6 11.1 7.0 1.2 34.9

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州……………フランス、ドイツ、スペイン、英国、イタリア 

(3) アジア…………シンガポール、中国、インドネシア、韓国、フィリピン、台湾 

(4) その他の地域…ブラジル、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(有価証券関係) 

Ⅰ 前連結会計年度(平成17年３月31日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 3,338 13,471 10,132

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 390 314 △75

合計  3,728 13,786 10,057

 

 ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)  

 
売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

202 108 ― 

 

 ３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日) 

   その他有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 221

 

Ⅱ 当連結会計年度(平成18年３月31日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 4,287 20,188 15,901

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 77 71 △6

合計  4,365 20,259 15,894

 

 ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

853 645 ― 

 

 ３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日) 

   その他有価証券 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 238

（注） その他有価証券で時価のない株式について13百万円減損処理を行っております。 
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 17

年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

 

 

(関連当事者との取引) 
前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 17

年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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（生産、受注及び販売の状況） 

 

(1) 生産実績 

   当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％) 

 香料事業 82,791 109.3%

合計 82,791 109.3%

(注) １ 金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

   受注生産は行わず、すべて見込生産によっております。 
 

(3) 販売実績 

   当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％) 

 香料事業  104,117 104.5%

  その他の事業   1,604 99.8%

合計 105,721 104.5%

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 


