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上場会社名 長谷川香料株式会社 上場取引所 東

コード番号 4958 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.t-hasegawa.co.jp/)

代　　表　　者　役職名
代表取締役社長兼

社長執行役員
氏名　長谷川　徳二郎

問合せ先責任者　役職名 取締役兼専務執行役員 氏名　福島　稔 ＴＥＬ　　（03）3241－1151

決算取締役会開催日 平成18年11月24日

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年9月期の連結業績（平成17年10月1日～平成18年9月30日）
(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月期 47,000 △1.6 5,981 △12.6 5,918 △10.6

17年9月期 47,752 △5.2 6,845 △1.3 6,618 3.1

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年9月期 3,713 △4.4 90 00 83 98 7.0 7.6 12.6

17年9月期 3,882 7.2 94 04 86 84 7.9 8.8 13.9

（注）①持分法投資損益 18年9月期 －百万円 17年9月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年9月期 41,257,921株 17年9月期 40,834,190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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年9月期 79,735 55,104 69.1 1,335 62

17年9月期 75,515 51,572 68.3 1,248 95

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月期           41,257,695株 17年9月期 41,258,127株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月期 4,160 △4,504 △1,032 11,204

17年9月期 6,970 △5,489 △1,013 12,541

(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 4社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） 1社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 22,550 2,480 1,550

通　期 48,175 6,070 3,790

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　91円86銭 
　※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は、添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、下記の香料品目の製造ならびに販売あるいはこれらに関連する事業を

行っております。

　なお、当社グループの事業は、「連結財務諸表」の注記に記載のとおり、単一セグメントであるため、内部管理上の

部門区分により、事業内容の説明を記載しております。

○　フレグランス部門

香水・クリーム等の化粧品、シャンプー・石鹸等のトイレタリー製品、洗剤等のハウスホールド製品に用いら

れる香粧品香料等。

○　食品部門

飲料・菓子・冷菓・デザート・即席麺スープ等に用いられるエッセンス・食品用油性香料・食品用粉末香料・

シーズニング・フルーツ加工品・天然色素等。

区分 主要品目 主要用途

製品

フレグランス部門

香粧品香料

香粧品製品

合成香料

香水、オーデコロン等のフレグランス製品。クリーム、口紅、ヘ

アトニック等の化粧品。シャンプー、石鹸等のトイレタリー製品。

芳香剤、洗剤等のハウスホールド製品。

食品部門

エッセンス

食品用油性香料

食品用乳化香料

食品用粉末香料

食品用抽出香料

シーズニング

エキストラクト

加工食品素材

フルーツ加工品

天然色素

飲料、冷菓、デザート等。

菓子、スープ、酪農・油脂製品等。

飲料、菓子、冷菓等。

菓子、スープ、食肉・水産加工品等。

飲料、冷菓、菓子等。

スープ、菓子、調味料等。

飲料、冷菓、デザート等。

加工食品、飲料、菓子等。

飲料、冷菓、デザート等。

飲料、加工食品等。

商品

フレグランス部門 化粧品素材等 化粧品等。

食品部門
フルーツ加工品

果汁
飲料、冷菓、デザート等。
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［事業系統図］

　当社グループは、当社、子会社６社及び関連会社２社で構成されており、その事業系統図及び主な事業内容は、次の

とおりであります。
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T . H A S E G A W A  

（SOUTHEAST ASIA） 

C O.,L T D. 

上海長谷川香精 

貿 易 有 限 公 司 

長谷川ﾌｧｲﾝﾌｰｽﾞ㈱ 

㈱エー・ティ・エイチ 

㈱小海コンポース 

※３ 

(注)※１ 連結子会社 

※２ 非連結子会社で持分法非適用会社 

※３ 持分法非適用関連会社 
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T.HASEGAWA  

U.S.A.,INC. 

長 谷 川 香 料 

(上海)有限公司 

※１ 

※２ 

※２ 

製品・商品 

製品・商品 

製造・販売会社 

設備等の貸与 
原材料の無償支給 

製品 

産業廃棄物 

市場調査及び各種香料
のセールス外交依頼 

市場調査報告 

設備等の貸与 
原材料の無償支給 

製品 

製品 

製品 

製品・商品 

長 谷 川 香 料 

(蘇州)有限公司 

※１ 

主な事業内容は下記のとおりであります。

会社名 部門区分 事業内容

長谷川ファインフーズ㈱ 食品部門 農畜産物の加工及び販売

㈱エー・ティ・エイチ 食品部門 フルーツ加工品の製造及び販売

㈱小海コンポース その他 有機質肥料の製造及び販売

T.HASEGAWA U.S.A.,INC.
フレグランス

及び食品部門

各種香料の製造及び販売、各種香料・原材料・食品

加工の調査

長谷川香料（上海）有限公司
フレグランス

及び食品部門
各種香料の製造及び販売

T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO.,LTD.
フレグランス

及び食品部門
各種香料のセールス外交及び市場調査

上海長谷川香精貿易有限公司
フレグランス

及び食品部門
各種香料及び香料原材料の輸出入

長谷川香料（蘇州）有限公司 食品部門 各種食品香料の製造及び販売

      （注）１．当社は、堆肥原料となる農産物系の廃棄物を産業廃棄物業者経由にて㈱小海コンポースへ供給しているた

　　　　　　め、当社と㈱小海コンポースの間に直接の取引はありません。

２．上海長谷川香精貿易有限公司は活動休止中であり、現在に至るまで当社との間に取引はありません。

　　　　３. 長谷川香料（蘇州）有限公司は平成18年８月に設立し、工場建設準備中であり、現在に至るまで当社との間

　　　　　　に取引はありません。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　厳しい経済環境のもと、香料業界における国際競争は激化し、また、多様化する顧客ニーズへの即応が求められ

るなか、当社は、以下の事項を経営の基本方針としております。

① 研究と技術こそがすべての事業活動の基礎であり、これに基づき研究・技術開発力の更なる向上を図り、当社

   独自の高品質・高付加価値製品を開発していく。

② 研究と営業が一体となり、技術開発ならびに市場開拓を行い、顧客サービスの充実を図る。

③ 生産性の向上を目標に生産技術の発展とコスト低減の推進を図る。

④ 多品種少量生産に対応した合理的な経営管理及び生産・物流体制の実現を図る。

⑤ 品質保証体制の一層の充実を図るとともに、品質向上、安全性確保に積極的に取り組む。

⑥ 世界的な事業展開を段階的かつ着実に推進していく。

⑦ 環境理念に則り、すべての事業活動において地球環境保全に配慮して行動する。

⑧ コンプライアンス（法令順守）を徹底する。

⑨ 社員が働きやすい環境をつくる。

⑩ 企業価値の向上と株主利益の増大を目標とし、安定的で適正な利益還元を実施する。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社の配当政策につきましては、経営基盤のより一層の強化と今後の事業展開のために必要な内部留保を確保し

つつ、株主の皆様へ業績に応じた利益還元を図るため、単体ベースで配当性向30％程度を目処とする方針です。な

お、内部留保資金については、設備投資とグローバル化戦略の展開を図るための有効投資に使用してまいります。

　なお、平成18年12月21日開催予定の第45回定時株主総会において、経営環境に応じた機動的な資本政策及び配当

政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって剰余金の配当を決定できるように定款の変更を提案するこ

とといたしました。

　また、次期以降の配当方針につきましては、これまで実施していなかった中間配当を実施し、期末配当と合わせ

て年２回の配当といたします。

　第46期（平成19年９月期）の１株当たり配当金は、中間配当10円、期末配当15円を予定しております。

(3）目標とする経営指標

　当社グループが持続的・安定的な発展を達成するために、必要かつ可能な範囲を意識して、連結売上高伸長率

3.0％以上、連結売上高営業利益率14.0％以上、連結売上高経常利益率13.0％以上及び連結ＲＯＥ（株主資本当期純

利益率）8.0％以上を目標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、高度化する顧客ニーズに応えるため、社是である「技術立社」を推し進め、研究・技術開発力

の向上を図り、高品質・高付加価値製品を生み出すことを常に最優先の課題としております。また、国内マーケッ

トでのシェア拡大に注力するとともに、少子高齢化に伴う国内市場の縮小という将来のリスクを見据え、日本・米

国・中国のグループ会社の３極体制を中心としたグローバル化を更に推進し、海外市場においても一層のシェア拡

大を目指してまいります。特に成長著しい中国市場におきましては、第２生産拠点の建設準備を進めるなど業績の

拡大を図ってまいります。

　中期的には、生産設備の整理統合による合理的かつ効率的な生産体制の確立、新基幹業務システムの導入による

業務改革の推進等を目標とし、競争力の強化と顧客サービスの向上に努めてまいります。
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(5）会社の対処すべき課題

　厳しい経営環境の中で、当社グループが勝ち抜くためには、研究・技術開発力の一層の向上に努め、特徴のある

差別化された製品開発により顧客の要望に応えていくとともに、生産性の向上やコスト削減努力が求められます。

　研究・技術開発における総合力強化のため、現在、神奈川県川崎市にある技術研究所内に総合研究所を建設する

計画の具体化を図っております。

　生産面におきましては、合理的かつ効率的な生産体制の確立を目標に、生産設備の統合と更新・新設を積極的に

進めております。

　品質保証面におきましては、全社的な品質保証体制の強化を図るため、品質マネジメントシステムISO9001認証の

全社拡大取得に向けた準備を進めております。

　また、全社的な業務改善・合理化を目的とした新基幹業務システムの導入につきましては、第46期（平成19年９

月期）の全面稼働開始を目標としており、経営情報基盤の整備、顧客サービスの向上、情報システム体制の強化な

どさまざまな効果が期待されています。

　中国におきましては、長谷川香料（上海）有限公司の業績拡大を図るとともに、第２生産拠点として第45期（平

成18年９月期）に設立した長谷川香料（蘇州）有限公司の工場建設準備を着実に進めてまいります。米国子会社

T.HASEGAWA U.S.A.,INC.におきましては、現地のユーザー向けの積極的な研究開発、営業活動を行うとともに、新

規の設備投資を行い、業績向上を図ってまいります。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資や個人消費が増加するなど景気が緩やかに

拡大いたしました。

　一方、香料業界におきましては、夏場の天候不順による飲料向けの伸び悩み、最終製品のライフサイクルの短命

化に伴う小口注文の増加及び納期の短縮化など依然として厳しい状況にあり、香料会社各社のシェア獲得競争はま

すます激しさを増しております。

　このような厳しい環境の中で、当社グループは、製品の品質管理と安全性の確保を第一に、研究・技術開発力の

一層の向上に努め、当社独自の高品質・高付加価値製品の開発に注力してまいりました。

　その結果、当連結会計年度におきましては、以下に示すとおりの結果となりました。

　売上高は、470億00百万円（前連結会計年度比1.6％減）となりました。

　部門別に見ますと、フレグランス部門（製品：売上高49億21百万円、前連結会計年度比7.3％増　商品：売上高

６億43百万円、前連結会計年度比4.8％減）では、製品はトイレタリー製品向けの売上増を主因に前連結会計年度

比増加いたしました。商品は、化粧品用素材の売上が低調であったことを主因に前連結会計年度比減少いたしまし

た。

　食品部門（製品：売上高386億98百万円、前連結会計年度比1.6％減　商品：売上高27億37百万円、前連結会計年

度比13.9％減）では、製品は一部の緑茶向け製品の減少及びフルーツ加工品の減少などを主因に前連結会計年度比

減少いたしました。商品はフルーツ加工品の売上減少を主因に前連結会計年度比減少いたしました。

　利益面では新設備の稼働に伴う減価償却費の増加はありましたが、生産の合理化・効率化に努めました。しかし

ながら営業利益は、売上減による売上総利益の減少、研究開発強化による販売費及び一般管理費の増加により前連

結会計年度に比べ８億64百万円（12.6％）減少し、59億81百万円となりました。経常利益は、営業利益の減少を主

因に前連結会計年度に比べ６億99百万円（10.6％）減少し、59億18百万円となりました。当期純利益は、前連結会

計年度に比べ１億69百万円（4.4％）減少し、37億13百万円となりました。

　なお、連結子会社の長谷川香料（上海）有限公司は順調に推移し、売上高は前連結会計年度比45.4％の増収とな

りました。

 

(2）財政状態

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、41億60百万円（前連結会計年度は69億70百万円）となりました。主

な要因は、減価償却費が25億74百万円（前連結会計年度は23億95百万円）、また税金等調整前当期純利益が58

億38百万円（前連結会計年度は64億34百万円）となり、他方、期末日が金融機関の休日であったことを主因に

売上債権が12億９百万円の増加（前連結会計年度は22億69百万円の減少）、また法人税等の支払額が24億87百

万円（前連結会計年度は28億48百万円）となったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、△45億４百万円（前連結会計年度は△54億89百万円）となりました。

主な要因は、有価証券（非上場外国債券及び国内短期社債）の取得による支出が15億円（前連結会計年度は25

億４百万円）、投資有価証券（主に株式）の取得による支出が６億51百万円（前連結会計年度は４億82百万

円）、板倉工場（食品部門）に食品香料製造工場を増設したなど有形固定資産の取得による支出が44億81百万

円（前連結会計年度は48億97百万円）、及び新基幹業務システムの一部について無形固定資産の取得による支

出が４億48百万円（前連結会計年度は１億７百万円）になったこと、他方、有価証券（非上場外国債券及び国

内短期社債）の売却による収入が25億円（前連結会計年度は25億円）になったことによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動によるキャッシュ・フローは、△10億32百万円（前連結会計年度は△10億13百万円）となりました。

主な要因は、配当金の支払額が10億31百万円（前連結会計年度は10億８百万円）になったことによるものであ

ります。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ13億36百万円減少し

112億４百万円となりました。

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15年9月期 平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年9月期

自己資本比率 62.5 ％ 62.2 ％ 68.3 ％ 69.1 ％

時価ベースの自己資本比率 82.5 ％ 83.1 ％ 97.8 ％ 90.3 ％

債務償還年数 1.1 年 1.1 年 0.7 年 1.1 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 162.4 1,141.2 1,029.1 937.4

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・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）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支払っている全ての負債を対

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、国内民間需要に支えられた緩やかな景気拡大が続くと見込まれます。

　香料業界におきましても景気の拡大が香料需要の増加に好影響を与えることが期待される一方で、各社のシェア

獲得競争が一層激化するなど厳しい状況が続くことが予想されます。

　このような状況の中で、当社グループは国内マーケットでのシェア拡大に注力するとともに、少子高齢化に伴う

国内市場の縮小という将来のリスクを見据え、日本・米国・中国のグループ会社の３極体制を中心としたグローバ

ル化を更に推進し、海外市場においても一層のシェア拡大を目指してまいります。

　通期の連結売上高は、中国子会社の伸長と前期までの減少要因であった一部の緑茶向け製品の売上の下げ止まり

が見込まれることから、前連結会計年度比2.5％増の481億75百万円を予定しております。経常利益は、60億70百万

円（前連結会計年度比2.6％増）、当期純利益は、37億90百万円（同2.1％増）を予定しております。

 

  (4）事業等のリスク

 　　　 当社グループの経営成績及び財政状態に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、下記事項の記載において将来に関する事項は本連結決算発表日現在において当社が判断したものでありま

　　　す。

　　  ① 当社グループの顧客業界（食品業界、トイレタリー業界等）の最終製品の販売が、天候不順等により低迷した

         場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。

      ② 当社グループは、世界各国の複数の取引先から、多くの種類の天然原料を調達しておりますが、生産地におけ

　　　　 る異常気象（サイクロン、ハリケーンの発生等）による被害や社会不安（テロ、戦争、伝染病等）により調達

  　　　 が困難になった場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。 

      ③ 当社グループの生産拠点に、自然災害（地震、台風等）や社会不安（テロ、戦争、伝染病等）による被害が発

         生した場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

１．現金及び預金 9,652 7,917 △1,734

２．受取手形及び売掛金 ※３ 16,583 17,856 1,273

３．有価証券 3,901 3,699 △202

４．棚卸資産 10,372 10,807 435

５．繰延税金資産 674 741 67

６．その他 255 566 311

７．貸倒引当金 △11 △8 3

流動資産合計 41,427 54.9 41,581 52.2 153

Ⅱ．固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物及び構築物 20,242 22,675  

減価償却累計額 10,719 9,523 11,394 11,281 1,757

２．機械装置及び運搬具 27,634 30,271  

減価償却累計額 22,222 5,411 23,280 6,991 1,579

３．工具器具備品 3,490 3,512  

減価償却累計額 2,683 807 2,710 802 △5

４．土地 6,016 6,022 6

５．建設仮勘定 1,785 527 △1,257

有形固定資産合計 23,544 31.2 25,624 32.1 2,080

(2）無形固定資産 394 0.5 1,237 1.5 842

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 9,156 10,497 1,340

２．保険積立金 179 118 △61

３．繰延税金資産 201 32 △168

４．その他 ※１ 645 668 23

５．貸倒引当金 △33 △24 8

投資その他の資産合計 10,149 13.4 11,292 14.2 1,143

固定資産合計 34,088 45.1 38,154 47.8 4,066

資産合計 75,515 100.0 79,735 100.0 4,220
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前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

１．支払手形及び買掛金  6,810 6,613 △197

２．未払法人税等 1,218 1,114 △103

３．賞与引当金 937 941 3

４．役員賞与引当金 － 42 42

５．その他  3,497 4,087 589

流動負債合計 12,465 16.5 12,799 16.1 334

Ⅱ．固定負債  

１．新株予約権付社債 4,590 4,590 －

２．繰延税金負債 － 89 89

３．退職給付引当金 5,413 5,639 225

４．役員退職慰労引当金 1,454 1,485 31

５．その他 20 27 6

固定負債合計 11,478 15.2 11,831 14.8 353

負債合計 23,943 31.7 24,631 30.9 687

 

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 ※４ 4,247 5.6 － －  

Ⅱ．資本剰余金 5,437 7.2 － －  

Ⅲ．利益剰余金 38,712 51.3 － －  

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金

3,550 4.7 － －  

Ⅴ．為替換算調整勘定 △362 △0.5 － －  

Ⅵ．自己株式 ※５ △13 △0.0 － －  

資本合計 51,572 68.3 － －  

負債・資本合計 75,515 100.0 － －  
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前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）  

Ⅰ．株主資本       

１．資本金  － － 4,247   

２．資本剰余金 － － 5,437   

３．利益剰余金 － － 41,351   

４．自己株式  － － △14   

株主資本合計 － － 51,022 64.0  

Ⅱ．評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価差
額金

－ － 4,213   

２．為替換算調整勘定 － － △131   

評価・換算差額等合計 － － 4,081 5.1  

純資産合計 － － 55,104 69.1  

負債・純資産合計 － － 79,735 100.0  
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ．売上高 47,752 100.0 47,000 100.0 △751

Ⅱ．売上原価 ※１ 30,876 64.7 30,521 64.9 △354

売上総利益 16,876 35.3 16,479 35.1 △397

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※２  

１．販売手数料 296 345  

２．荷造運送費 1,033 1,053  

３．給料手当 4,133 4,327  

４．賞与引当金繰入額 572 580  

５．役員賞与引当金繰入額 － 42  

６．退職給付費用 485 518  

７．役員退職慰労引当金繰
入額

64 55  

８．福利厚生費 668 684  

９．賃借料 375 416  

10．減価償却費 383 380  

11．その他 2,016 10,030 21.0 2,092 10,497 22.4 467

営業利益 6,845 14.3 5,981 12.7 △864

Ⅳ．営業外収益  

１．受取利息 20 29  

２．受取配当金 97 132  

３．設備賃貸料 90 72  

４．受取賠償金 － 42  

５．為替差益 35 －  

６．その他 68 311 0.7 117 394 0.9 82

Ⅴ．営業外費用  

１．支払利息 6 4  

２．投資有価証券評価損 19 －  

３．棚卸資産廃棄損 273 306  

４．貸与資産減価償却費 72 61  

５．貸与資産修繕費 123 71  

６．その他 42 539 1.1 13 456 1.0 △82

経常利益 6,618 13.9 5,918 12.6 △699
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前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ．特別利益  

１．固定資産売却益 ※３ 0 1  

２．貸倒引当金戻入益 1 12  

３．投資有価証券売却益  － 2 0.0 53 68 0.1 65

Ⅶ．特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ － 1  

２．固定資産廃棄損 ※５ 178 134  

３. 貸倒引当金繰入額 2 －  

４. 関係会社出資金評価損 － 10  

５. ゴルフ会員権売却損 5 －  

６．その他 － 186 0.4 3 148 0.3 △37

税金等調整前当期純利
益

6,434 13.5 5,838 12.4 △596

法人税、住民税及び事
業税

2,610 2,382  

法人税等調整額 △59 2,551 5.4 △258 2,124 4.5 △426

当期純利益 3,882 8.1 3,713 7.9 △169
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,732

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．新株予約権付社債の権利
行使による増加

705

２．自己株式処分差益 0 705

Ⅲ　資本剰余金期末残高 5,437

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 35,881

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 3,882 3,882

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 1,008

２．役員賞与 42 1,051

Ⅳ　利益剰余金期末残高 38,712
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年10月１日至　平成18年９月30日）                                  （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 4,247 5,437 38,712 △13 48,384

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △1,031 △1,031

利益処分による役員賞与 △42 △42

当期純利益 3,713 3,713

自己株式の取得  △1 △1

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額)

 

連結会計年度中の変動額
合計

－ 0 2,639 △0 2,638

当期末残高 4,247 5,437 41,351 △14 51,022

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算調整

勘定

評価・換算

差額等合計

前期末残高 3,550 △362 3,187 51,572

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,031

利益処分による役員賞与 △42

当期純利益 3,713

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額)

662 231 893 893

連結会計年度中の変動額
合計

662 231 893 3,532

当期末残高 4,213 △131 4,081 55,104
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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

6,434 5,838  

減価償却費 2,395 2,574  

退職給付引当金の増加
額

240 223  

役員退職慰労引当金の
増加額

47 31  

賞与引当金の増加額 17 3  

役員賞与引当金の増加
額

- 42  

貸倒引当金の減少額 △2 △13  

受取利息及び受取配当
金

△117 △162  

支払利息 6 4  

為替差損益 △0 △1  

有形固定資産売却益 △0 △1  

有形固定資産売却損 - 1  

有形固定資産廃棄損 109 86  

投資有価証券評価損 19 -  

投資有価証券売却益 - △53  

関係会社出資金評価損 - 10  

売上債権の増減額
（△増加額）

2,269 △1,209  

棚卸資産の増減額
(△増加額）

428 △375  

仕入債務の減少額 △1,909 △229  

未払費用の増加額 0 75  

未収消費税等の増加額 - △128  

未払消費税等の減少額 △78 △99  

役員賞与の支払額 △42 △42  

その他 △116 △91  

小計 9,702 6,483  

利息及び配当金の受取
額

123 168  

利息の支払額 △6 △4  

法人税等の支払額 △2,848 △2,487  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

6,970 4,160 △2,809
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前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

 

定期預金の預入による
支出

△20 △20  

定期預金の払出による
収入

20 20  

有価証券の取得による
支出

△2,504 △1,500  

有価証券の売却による
収入

2,500 2,500  

投資有価証券の取得に
よる支出

△482 △651  

投資有価証券の売却に
よる収入

0 73  

有形固定資産の取得に
よる支出

△4,897 △4,481  

有形固定資産の売却に
よる収入

2 4  

無形固定資産の取得に
よる支出

△107 △448  

貸付金の回収による収
入

0 -  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,489 △4,504 985

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

 

配当金の支払額 △1,008 △1,031  

その他 △4 △0  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,013 △1,032 △19

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

24 38 14

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（△減少額）

492 △1,336 △1,829

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

12,049 12,541 492

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

12,541 11,204 △1,336
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する

　　事項

①　連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

T.HASEGAWA U.S.A.,INC.

長谷川香料（上海）有限公司

長谷川ファインフーズ株式会社

①　連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

T.HASEGAWA U.S.A.,INC.

長谷川香料（上海）有限公司

長谷川香料（蘇州）有限公司

長谷川ファインフーズ株式会社

平成18年８月に長谷川香料（蘇州）有

限公司を設立したことにより、当連結

会計年度より連結の範囲に含めること

といたしました。

②　主要な非連結子会社の名称等

 T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) 

 CO.,LTD.

（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、当期純損益及

び利益剰余金等は、連結計算書類に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

②　主要な非連結子会社の名称等

同左

 

 

２．持分法の適用に関する事

項

非連結子会社２社及び関連会社 株式会社

エー・ティ・エイチ他１社は、それぞれ連

結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外しておりま

す。

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち長谷川香料（上海）有限

公司の決算日は、12月31日であります。連

結財務諸表の作成に当たっては、連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

連結子会社のうち長谷川香料（上海）有限

公司及び長谷川香料（蘇州）有限公司の決

算日は、12月31日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し

ております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　棚卸資産

主として先入先出法による低価法

②　棚卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(2）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定率法。た

だし、平成10年4月1日以降に取得した

建物（付属設備を除く）は定額法。

在外連結子会社は定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物　８～50年

機械装置　　　　５～10年

②　無形固定資産

定額法。

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）に基づく定額法。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は売上債権及

び貸付金等の貸倒損失に備えるため、

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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。また、在

外連結子会社は主として個別要引当額

を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

当社及び国内連結子会社は従業員の賞

与の支給に備えて、翌連結会計年度支

給見込額のうち、当連結会計年度負担

額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

 ──────────────

③　役員賞与引当金

当社は、取締役及び監査役に対する賞

与の支給に備えるため、当連結会計年

度末における年間支給見込額に基づき、

当連結会計年度において負担すべき額

を計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

④　退職給付引当金

当社及び在外連結子会社１社は従業員

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。

なお、数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生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、翌連結会計

年度から費用処理しております。

また、当社は執行役員（取締役である

執行役員を除く）に対する退職慰労金

の支給に備えて、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上しております。

④　退職給付引当金

同左

 

 

⑤　役員退職慰労引当金

当社は取締役及び監査役の退職慰労金

の支給に備えて、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

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。

同左

(5）消費税等の会計処理方

法

税抜方式によっております。 同左

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について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

該当事項はありません。 同左

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、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成しておりま

す。

──────────────

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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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の変更 

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当社、国内連結子会社及び在外連結子会社１社は、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）

が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係る連結財

務諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会

計年度から同会計基準及び同適用指針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。

 

 ──────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────────────

（役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。この結果、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ42百万円減少して

おります。

 

──────────────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）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。 

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、55,104

百万円であります。

　また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 （連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「為替差益」は、当連結会計年度にお

いて営業外収益の総額の100分の10を超えることとなったた

め区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「為替差益」の金額は11百万円で

あります。

 （連結損益計算書）

前連結会計年度において区分掲記しておりました「為替差

益」は、当連結会計年度において営業外収益の総額の100分

の10以下の金額となりましたので、営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度における「為替差益」の金額は、38

百万円であります。

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「受取賠償金」は、当連結会計年度に

おいて営業外収益の総額の100分の10を超えることとなった

ため区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「受取賠償金」の金額は3百万円で

あります。

  追加情報 

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法）

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割81百万円を販売費及び一

般管理費として処理しております。

──────────────
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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９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

※１．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。

※１．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)     23百万円

投資その他の資産「その他」

　（出資金）
22

投資有価証券　(株式)    23百万円

投資その他の資産「その他」

　（出資金）
 12

２．受取手形割引高       134百万円 ２．受取手形割引高         56百万円

※３．　　　　────────────── ※３．期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当連結会計

年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれてお

ります。

受取手形 133百万円

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式 41,266,871株

であります。

※４．　　　　──────────────

※５．連結会社が保有する自己株式の数は、

普通株式 8,744株であります。

※５．　　　　──────────────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．売上原価に含まれる棚卸資産に関する低価法による

評価減額は、147百万円であります。

 

※１．売上原価に含まれる棚卸資産に関する低価法による

評価減額は、176百万円であります。

 

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

   3,016百万円

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

     3,278百万円

※３．固定資産売却益の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具     0百万円

工具器具備品 0      

計      0百万円

機械装置及び運搬具      1百万円

※４．  　　　────────────── ※４．固定資産売却損の内訳

工具器具備品      1百万円

※５．固定資産廃棄損の内訳 ※５．固定資産廃棄損の内訳

建物及び構築物      88百万円

機械装置及び運搬具  77

工具器具備品  12

計      178百万円

建物及び構築物       81百万円

機械装置及び運搬具 35

工具器具備品  17

計       134百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年10月１日至　平成18年９月30日）  

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普通株式 41,266千株 －千株 －千株 41,266千株

２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普通株式 8千株 0千株 0千株 9千株

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であり、自己株式の数の減少は、単元未満株式の買

増し請求による売渡しによるものであります。

３. 新株予約権に関する事項

一括法により負債に計上されている新株予約権付社債の新株予約権に関する事項

平成15年９月２日取締役会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 2,961,290株

４.配当に関する事項

①　配当金支払額

イ．平成17年12月21日開催第44回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 1,031百万円

・１株当たり配当金額 25円

・基準日 平成17年９月30日

・効力発生日 平成17年12月22日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの

イ．平成18年12月21日開催第45回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 1,031百万円

・１株当たり配当額 25円

・基準日 平成18年９月30日

・効力発生日 平成18年12月22日
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（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10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在）

現金及び預金勘定      9,652百万円

有価証券勘定 3,901

計     13,553百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △10

償還期間が3ヶ月を超える債券等 △1,001

現金及び現金同等物     12,541百万円

現金及び預金勘定      7,917百万円

有価証券勘定 3,699

計     11,616百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △10

償還期間が3ヶ月を超える債券等 △401

現金及び現金同等物     11,204百万円

２．重要な非資金取引の内容

新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債）に

付された新株予約権の行使

　──────────────

新株予約権の行使による

資本金増加額
       705百万円

新株予約権の行使による

資本剰余金増加額
705

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額
     1,410百万円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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

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
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具器具備品 629 224 405

合計 629 224 405

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具器具備品 683 320 363

合計 683 320 363

（注）　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。

（注）　　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内     122百万円

１年超 282

合計      405百万円

１年内       129百万円

１年超 233

合計 363百万円

（注）　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。

（注）　　　　　　　　 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      115百万円

減価償却費相当額      115百万円

支払リース料        135百万円

減価償却費相当額        135百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内     22百万円

１年超 34

合計     57百万円

１年内      22百万円

１年超 16

合計       39百万円

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。
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②　有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日）

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）

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 2,027 7,994 5,966 2,561 9,653 7,091

債券

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

小計 2,027 7,994 5,966 2,561 9,653 7,091

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

株式 0 0 0 98 86 △12

債券

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

小計 0 0 0 98 86 △12

合計 2,028 7,995 5,966 2,660 9,739 7,079

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10月１日　至　平成18年９月30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）

73 53 ―

３　時価のない主な有価証券の内容

種類
前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)満期保有目的の債券

  非上場外国債券 1,906 901

　短期社債 2,899 3,297

(2)その他有価証券

非上場株式

 

256 257

（注）取得原価に比べ、時価のある有価証券は期末における時価が30％以上下落した場合に、時価がない有価証
券は発行会社の直近決算における１株当たり純資産額が50％以上下回った場合に、それぞれ減損処理を行っ
ております。

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額
前連結会計年度（平成17年９月30日）

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

1.債券

(1)その他 3,901 904 ― ―

合計 3,901 904 ― ―

当連結会計年度（平成18年９月30日）

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

1.債券

(1)その他 3,699 500 ― ―

合計 3,699 500 ― ―
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

該当事項はありません。

④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けているほか、東京薬業厚

生年金基金制度に加入しております。また、執行役員（取締役である執行役員を除く）に対して退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計

算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

　また、在外連結子会社のうち１社は確定給付型退職一時金制度を、１社は確定拠出型年金制度を、それぞ

れ採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

項　　　　　　　　　目
前連結会計年度

（平成17年９月30日）
当連結会計年度

（平成18年９月30日）

(1)退職給付債務(百万円) △7,332 △7,559

(2)年金資産(百万円) 1,476 1,616

(3)未積立退職給付債務 (1)＋(2) (百万円) △5,855 △5,943

(4)未認識数理計算上の差異(百万円) 441 304

(5)退職給付引当金 (3)＋(4) (百万円) △5,413 △5,639

(注) 複数事業主制度の企業年金の拠出額の処理方法

　当社は東京薬業厚生年金基金制度に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は「退職給付会計に関す

る実務指針（中間報告）」第33項の例外処理を行う制度であり、同基金の年金資産残高のうち掛金拠出割合

に基づく当連結会計年度末の年金資産残高は5,371百万円（前連結会計年度4,905百万円）であります。

３　退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

退職給付費用（百万円） 825 838

(1)勤務費用（百万円） 605 662

(2)利息費用（百万円） 139 140

(3)期待運用収益（減算）（百万円） － △29

(4)数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 80 65
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0

(2)期待運用収益率（％） 0.0 2.0

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） 発生年度の翌年から10年 同左

⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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

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

退職給付引当金      2,080百万円

役員退職慰労引当金 588

賞与引当金 379

未払事業税 88

試験研究費棚卸負担額 68

棚卸資産未実現利益 65

その他 324

繰延税金資産小計 3,595

評価性引当額 △20

繰延税金資産合計 3,575

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,416

圧縮記帳積立金 △235

その他 △47

繰延税金負債合計 △2,699

繰延税金資産の純額   875百万円

繰延税金資産

退職給付引当金      2,270百万円

役員退職慰労引当金 601

賞与引当金 381

未払事業税 102

棚卸資産未実現利益 82

試験研究費棚卸負担額 72

その他 329

繰延税金資産小計 3,840

評価性引当額 △4

繰延税金資産合計 3,836

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,867

圧縮記帳積立金 △234

その他 △49

繰延税金負債合計 △3,151

繰延税金資産の純額      684百万円

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

との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下であ

るため、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

の記載は省略しております。

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）

交際費等永久に損金不算入項目 2.1

試験研究費等税額控除 △3.7

連結子会社法定実効税率差異 △2.0

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.4％
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⑥　セグメント情報

ａ．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10月１日　至平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自平成17年10月１日　至

平成18年９月30日）において、当社グループは各種香料の製造・販売を主事業としており、当該セグメント以外

に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自平成17年10月１日　至

平成18年９月30日）において、本邦の売上高及び資産の金額は全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

おります。

ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度における海外売上高は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

　　　海外売上高（百万円） 連結売上高（百万円）
連結売上高に占める

    海外売上高の割合（％）

6,031 47,752 12.6 

（注）1.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。

2.当連結会計年度の海外売上高における各セグメントの売上高は、連結売上高に占める割合がそれぞれ

10％未満であるため、各セグメント別の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,774 1,505 7,279

 Ⅱ　連結売上高（百万円）   47,000

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.3 3.2 15.5

（注）1.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。

2.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

3.各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・・・・・中国、韓国及び東南アジア諸国

4.地域区分の変更

「アジア」につきましては、当連結会計年度より当該地域の売上高が連結売上高の10％を超えたため区

分掲記しております。なお、前連結会計年度における「アジア」の海外売上高は4,688百万円、売上高の

割合は9.8％であります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

 (1）役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は
会社の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員及び
その近親
者

長谷川　
博一

－ －

当社取締役及
び㈱長谷川藤
太郎商店代表
取締役

(被所有)
直接

0.34
－ －

不動産賃借 40 － －

賃借保証金 － 敷金 2

長谷川　
俶子

－ －
当社代表取締
役社長の実母

(被所有)
直接

0.13
－ － 不動産賃借 5 － －

長谷川　
多美子

－ －

当社取締役の
実母及び㈱長
谷川藤太郎商
店代表取締役

(被所有)
直接

0.26
－ － 不動産賃借 4 － －

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

㈱長谷川
藤太郎商
店

東京都
中央区

22
不動産賃貸・
管理及び損害
保険代理店業

(被所有)
直接

42.65

役員
2

厚生施設の
賃借及び損
害保険

不動産賃借 1 － －

　（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針

不動産賃借については、２年毎に不動産鑑定士の鑑定を基に賃借料を決定しております。

３．長谷川博一の賃借保証金は、研修センター賃借の保証金であります。

 (2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

関連会社
㈱エー・
ティ・エ
イチ

長野県
塩尻市

10
フルーツ加工
品の製造及び
販売

(所有)
直接

50.00

役員
4

フルーツ
加工品の
製造委託

設備の貸与 90 － －

　（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針

設備の貸与は償却コストならびに金利等に基づき賃貸料を決定しており、金利については市場金利を勘案し

ております。

３．㈱エー・ティ・エイチとは上記の取引のほか、フルーツ加工品について、同社設立のパートナーである㈱ア

ルプス（㈱エー・ティ・エイチに対する出資比率50％、住所：長野県塩尻市）に対して当社が外注加工委託

し、㈱アルプスが㈱エー・ティ・エイチに下請け製造させている取引があり、同取引における平成17年９月

期の当社から㈱アルプスへの外注金額は926百万円となっております。また、当社から㈱エー・ティ・エイチ

へ原材料を無償支給しており、その取引金額は1,267百万円であります。

　その取引形態及び上記表中の取引形態を図で示すと下記参考図のとおりであります。

 

当      社 ㈱エー・ティ・エイチ 

㈱ ア ル プ ス 

加工費 

外注加工費 

・物件費等 

出向者人件費 

設備賃借料・出向者人件費 

製造設備賃貸・原材料無償支給 
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当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

 (1）役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は
会社の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員及び
その近親
者

長谷川　
博一

－ －

当社取締役及
び㈱長谷川藤
太郎商店代表
取締役

(被所有)
直接

0.34
－ －

不動産賃借 40 － －

賃借保証金 － 敷金 2

長谷川　
俶子

－ －
当社代表取締
役社長の実母

(被所有)
直接

0.13
－ － 不動産賃借 5 － －

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

㈱長谷川
藤太郎商
店

東京都
中央区

22
不動産賃貸・
管理及び損害
保険代理店業

(被所有)
直接

42.65

役員
2

厚生施設の
賃借及び損
害保険

不動産賃借 1 － －

　（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針

不動産賃借については、２年毎に不動産鑑定士の鑑定を基に賃借料を決定しております。

３．長谷川博一の賃借保証金は、研修センター賃借の保証金であります。

 (2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

関連会社
㈱エー・
ティ・エ
イチ

長野県
塩尻市

10
フルーツ加工
品の製造及び
販売

(所有)
直接

50.00

役員
4

フルーツ
加工品の
製造委託

設備の貸与 72 － －

　（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針

設備の貸与は償却コストならびに金利等に基づき賃貸料を決定しており、金利については市場金利を勘案し

ております。

３．㈱エー・ティ・エイチとは上記の取引のほか、フルーツ加工品について、同社設立のパートナーである㈱ア

ルプス（㈱エー・ティ・エイチに対する出資比率50％、住所：長野県塩尻市）に対して当社が外注加工委託

し、㈱アルプスが㈱エー・ティ・エイチに下請け製造させている取引があり、同取引における平成18年９月

期の当社から㈱アルプスへの外注金額は887百万円となっております。また、当社から㈱エー・ティ・エイチ

へ原材料を無償支給しており、その取引金額は1,177百万円であります。

　その取引形態及び上記表中の取引形態を図で示すと下記参考図のとおりであります。

 

当      社 ㈱エー・ティ・エイチ 

㈱ ア ル プ ス 

加工費 

外注加工費 

・物件費等 

出向者人件費 

設備賃借料・出向者人件費 

製造設備賃貸・原材料無償支給 
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額      1,248円95銭

１株当たり当期純利益     94円04銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益    86円84銭

１株当たり純資産額      1,335円62銭

１株当たり当期純利益     90円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益      83円98銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前連結会計年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 3,882 3,713

普通株主に帰属しない金額（百万円） 42 －

（うち利益処分による役員賞与金） (42)  (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,840 3,713

期中平均株式数（株） 40,834,190 41,257,921

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 3,386,104 2,961,290

（うち新株予約権） (3,386,104) (2,961,290)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。 同左

－ 32 －



５．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部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 3,162 1.1

食品部門（百万円） 25,065 △0.1

合計（百万円） 28,228 0.1

　（注）金額は製造原価で表示しております。

(2）商品仕入実績

当連結会計年度における商品仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 572 △12.2

食品部門（百万円） 2,549 △21.0

合計（百万円） 3,122 △19.5

　（注）金額は仕入価格で表示しております。

(3）受注状況

当連結会計年度における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別 受注高（百万円）
前年同期比
（％）

受注残高（百万円）
前年同期比
（％）

製品

フレグランス部門 4,992 8.7 299 31.2

食品部門 38,810 △0.9 1,256 9.8

小計 43,803 0.1 1,555 13.4

商品

フレグランス部門 636 △6.7 14 △33.2

食品部門 2,748 △12.2 167 7.4

小計 3,385 △11.2 182 2.3

合計 47,188 △0.8 1,737 12.1

　（注）金額は販売価格で表示しております。
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(4）販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

製品

フレグランス部門（百万円） 4,921 7.3

食品部門（百万円） 38,698 △1.6

小計（百万円） 43,619 △0.6

商品

フレグランス部門（百万円） 643 △4.8

食品部門（百万円） 2,737 △13.9

小計（百万円） 3,381 △12.3

合計（百万円） 47,000 △1.6

　（注）最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

森永乳業（株） 8,160 17.1 7,879 16.8

 上記金額には消費税等は含まれておりません。
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