
1 

 

平成 20 年３月期 中間決算短信 

平成 19 年 11 月６日 

上 場 会 社 名        高砂香料工業株式会社        上場取引所 東証一部 
コ ー ド 番 号        4914                        ＵＲＬ  http://www.takasago-i.co.jp/ 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）武  弘 樹 
問合せ先責任者 （役職名）取締役経理部長 （氏名）井垣 理太郎       ＴＥＬ (03) 5744－0516 
半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 3 日    配当支払開始予定日   平成 19 年 12 月 5 日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

62,113 
55,156 

12.6 
4.8 

4,847
3,698

31.1
10.8

5,085
3,721

36.6 
9.1 

3,266
2,796

16.8
20.9

19 年３月期 113,876 － 6,009 － 6,045 － 4,885 －
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円  銭 円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

32 
27 

52 
83 

－ 
－ 

19 年３月期 48 62 － 
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期 72 百万円 18 年９月中間期 30 百万円 19 年３月期 △7 百万円 
 
(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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

131,969 
123,342 

57,276 
51,057 

42.8 
40.8 

562
500

14 
92 

19 年３月期 129,325 54,192 41.3 531 95 
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 56,461 百万円 18 年９月中間期 50,332 百万円 19 年３月期 53,442 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

2,456 
4,318 

△2,548 
△1,040 

101 
△2,338 

9,095 
7,299 

19 年３月期 9,052 △3,674 △3,102 8,874 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

 19 年３月期 4 00 4 00 8 00

 20 年３月期 4 00  

 20 年３月期（予想）  4 00
8 00

 
３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 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 119,000 4.5 6,200 3.2 6,300 4.2 4,300 △12.0 42 80 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 中間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（中間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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   有 

(注)詳細は、17 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 
 
(3) 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) 19 年９月中間期100,761,988 株 18 年９月中間期 100,761,988 株 19 年３月期 100,761,988 株 

②期末自己株式数 19 年９月中間期 322,168 株 18 年９月中間期 282,555 株 19 年３月期 298,749 株 

 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31 ページ「１株当
たり情報」をご覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成 19 年９月中間期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円      ％ 百万円      ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

35,523 
30,350 

17.0
1.9

2,571
2,021

27.2
3.8

2,997
2,459

21.8 
1.7 

1,799 
1,598 

12.6
1.8

19 年３月期 61,549 － 2,789 － 3,521 － 2,311 －
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円  銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

17 
15 

90 
90 

19 年３月期 22 99 
 

(2)個別財政状態 

 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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

107,427 
98,362 

44,299 
43,518 

41.2 
44.2 

440 
432 

79 
86 

19 年３月期 108,153 43,986 40.7 437 58 
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 44,299 百万円 18 年９月中間期 43,518 百万円 19 年３月期 43,986 百万円 

 
 
２．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 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 69,000 12.1 3,400 21.9 3,800 7.9 2,300 △0.5 22 88 

 
 
 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、平成 19 年 10 月 30 日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」にて中間

および通期の業績予想を修正しております。 

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および合理的であると判

断する一定の前提に基づいておりますが、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 
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１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

1． 当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速および原料価格の動向など、景気に対す

る懸念材料はあるものの、輸出の増加などによる企業収益の改善を背景として、設備投資の増加、雇用

情勢の改善が見られ、景気は減速しながらも緩やかな回復基調のうちに推移いたしました。一方、世界

経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱により先行きの懸念が高まりました

が、住宅、在庫投資調整に底入れの動き、個人消費は堅調に推移するなどの安定した動きが見られ、ま

た、中国経済につきましても力強い安定成長を持続しており、世界経済全体として堅調な拡大が続いて

まいりました。 

香料業界におきましては、国内では原料価格の高騰ほか、依然として業界を取り巻く環境は厳しい状

況が続いております。国際市場におきましても、大手グローバル企業によるコアサプライヤー制度によ

り競争が激化しており、厳しい市場環境が続いております。 

このような状況の中、当社グループは 2006 年度よりスタートいたしました新中期経営計画『プログ

ラムＧ３』に基づき、世界 24 カ国におけるグローバル経営資源の有効活用を推進し、販売、生産、研

究開発が一体となった堅固な連結経営により、お得意先様の一層のご満足を得るとともに、業績の向上

に努めてまいりました。 

当中間連結会計期間の売上高は、当社では、国内フレーバー部門の飲料関連等が順調に推移したこと

に加え、ファインケミカル部門の医薬中間体が大きく伸長いたしました。また、連結子会社におきまし

ても、海外子会社は米欧アジア全般に順調に推移し業績を伸ばしました。以上により、連結売上高は前

年同期比 12.6％増の 62,113 百万円となりました。 

部門別売上高では、各部門順調に推移いたしました。フレーバー部門は、国内や米国・欧州での伸び

により、前年同期比 6.5％増の 36,946 百万円となりました。フレグランス部門は、堅調な国内に加え、

米国、欧州で伸長し、前年同期比 15.7％増の 13,169 百万円となりました。アロマケミカル部門は、メ

ントール等の需要増加により、前年同期比 7.0％増の 4,629 百万円となりました。ファインケミカル部

門は、医薬中間体の大幅伸長により、前年同期比 65.4％増の 6,556 百万円となりました。その他不動産

部門は、811 百万円(前年同期比 1.5％増)となりました。 

利益面におきましては、原材料価格の上昇の影響や組織強化のための経費増等はありましたが、売上

伸長により、当社のほか米欧など連結子会社が増収・増益となりました。連結営業利益は、前年同期比

31.1％増の 4,847 百万円、連結経常利益は、前年同期比 36.6％増の 5,085 百万円、連結中間純利益は、

前年同期比 16.8%増の 3,266 百万円となりました。 

事業の種類別セグメントにつきましては、香料事業は上記の理由により売上高は 61,302 百万円(前年

同期比 12.8％増)となり、営業利益は 4,119 百万円(前年同期比 39.0％増)となりました。その他の事業

は、売上高は 811 百万円(前年同期比 1.5％増)となり、営業利益は 728 百万円(前年同期比 0.9％減)と

なりました。 

所在地別セグメントにつきましては、日本は、フレーバー部門、ファインケミカル部門の伸長により、

売上高は 40,951 百万円（前年同期比 11.4％増）となり、営業利益は 3,057 百万円（前年同期比 26.9％

増）となりました。北米は、フレーバー、フレグランスが順調に推移し、売上高は 9,672 百万円（前年
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同期比 9.6％増）となり、営業利益は 503 百万円（前年同期比 11.2％増）となりました。欧州は、フレ

グランス、フレーバーともに伸び、売上高は 8,092 百万円（前年同期比 19.9％増）となり、営業利益

は 981 百万円（前年同期比 129.1％増）となりました。アジアは、各社順調に推移しましたが、原料費

増もあり、3,396 百万円（前年同期比 20.7％増）、営業利益は、244 百万円（前年同期比 18.8％減）と

なりました。 

 

2． 通期の見通し 

今後のわが国経済は、原油価格の再高騰や米国経済の低迷などの懸念があるものの、世界経済の成長

という良好な環境が続く中、引き続き景気は穏やかに回復を続けるものと期待されます。世界経済にお

きましても、原油価格上昇を背景にしたインフレ化による米国経済の鈍化など先行きに対する懸念はあ

るものの、中国および新興国の高い成長、ドイツが牽引する欧州の安定的な拡大などにより、緩やかに

成長を続けると見込まれます。 

一方、当社グループを取り巻く環境は、景気は回復基調にあるものの、国内市場においては依然とし

て厳しい競争状況にあり、また原油価格上昇に伴う原価高の影響や世界トップグループ香料会社の再編

の動き等、予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

このような中、当社グループは引き続き中期経営計画『プログラムＧ３（Growth in Group & Global）』

を確実に実行し、お得意先様の一層のご満足を得るとともに業績の向上に努め、さらなる堅固な連結経

営を推進してまいります。 

平成 20 年３月期の業績見通しは、連結売上高 119,000 百万円（前期比 4.5％増）、連結営業利益 6,200

百万円（前期比 3.2％増）、連結経常利益 6,300 百万円（前期比 4.2％増）、連結当期純利益 4,300 百万

円（前期比 12.0％減）を予想しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当中間連結会計期間末における総資産は、131,969 百万円となり前連結会計年度末より 2,643 百万円

の増加となりました。資産の部では、売上伸長等により、受取手形及び売掛金、たな卸資産など流動資

産が 3,788 百万円増加し、固定資産の投資有価証券が、株式時価の下落により、1,890 百万円減少いた

しました。負債及び純資産の部では、売上増に伴い、支払手形及び買掛金が 872 百万円増加し、また、

中間純利益の計上等により、利益剰余金が 2,864 百万円増加いたしました。自己資本は 56,461 百万円

となり、自己資本比率は 42.8%となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 221 百万円増加し、

9,095 百万円となりました。 

営業活動による資金の増減は、税金等調整前中間純利益が 4,915 百万円（前年同期 3,954 百万円）と

増加した一方で、たな卸資産の増加 2,012 百万円（前年同期 1,426 百万円）や法人税等の支払 1,422 百

万円（前年同期 150 百万円）等により、2,456 百万円の資金の増加となりました。 

投資活動による資金の増減は、有形固定資産の取得による支出が 2,302 百万円（前年同期 1,190 百万

円）と増加し、2,548 百万円の資金の減少となりました。 

財務活動による資金の増減は、長期借入金の更新等により、101 百万円の資金の増加となりました。 
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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18年3月期 平成18年9月期 平成19年3月期 平成19年9月期

自己資本比率 40.5% 40.8% 41.3% 42.8%

時価ベースの自己資本比率 50.2% 46.5% 49.0% 50.3%

債務償還年数 6.9 年 4.3 年 4.0 年 7.6 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.5 18.7 19.4 9.1

（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（中間期） ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー×２ 
 債務償還年数（通 期） ： 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 

 
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、（中間）期末株価終値×（中間）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（中間）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、（中間）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、（中
間）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) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。 

当期の中間配当金は、前年中間期と同じ 1 株当たり４円とさせていただきます。 

 
 

(4) 事業等のリスク 

中間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

中間連結会計期間末において、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。 
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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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２. 企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社 30 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 15 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会社数 32 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 14 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 
 

近の有価証券報告書（平成 19 年６月 28 日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないた

め、「関係会社の状況」は開示を省略しております。 
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３. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標、（3）対処すべき課題および中長期的な経営戦略 

平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年５月 15 日開示）により開示を行いました内容から重要な変更

がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.takasago-i.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社検索サービス）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

　(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 7,338 9,134 8,913

　２　受取手形及び売掛金 ※5 24,041 27,143 26,049

　３　たな卸資産 29,789 32,643 30,308

　４　繰延税金資産 1,239 1,235 1,571

　５　その他 1,196 1,433 925

　　　貸倒引当金 △141 △186 △152

　　　流動資産合計 63,464 51.5 71,404 54.1 67,615 52.3

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※1,2

   (1)  建物及び構築物 21,076 21,635 21,634

   (2)  機械装置及び運搬具 9,249 9,124 9,308

   (3)  工具器具備品 1,771 1,886 1,923

   (4)  土地 5,306 5,405 5,359

   (5)  建設仮勘定 617 38,021 1,382 39,434 706 38,932

　２　無形固定資産 536 1,054 885

　３　投資その他の資産

   (1)  投資有価証券 19,475 18,034 19,924

   (2)  出資金 410 634 577

   (3)  繰延税金資産 227 107 155

   (4)  その他 1,321 1,419 1,349

　　　　貸倒引当金 △114 21,320 △118 20,076 △113 21,892

　　　固定資産合計 59,878 48.5 60,565 45.9 61,710 47.7

　 　 資産合計 123,342 100.0 131,969 100.0 129,325 100.0

区　分
金額

（百万円）

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日）

金額

（百万円）

当中間連結会計期間末

（平成19年３月31日）

金額

（百万円）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

４. 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

　(負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※5 13,094 16,177 15,305

　２　短期借入金 ※2 22,296 20,663 19,795

　３　一年以内に返済予定の長期借入金 ※2 2,925 3,516 3,560

　４　一年以内に償還予定の社債 600 600 600

　５　未払法人税等 1,498 1,491 1,696

　６　賞与引当金 ― 1,821 ―

  ７　役員賞与引当金 ― 18 52

　８　繰延税金負債 57 ― ―

　９　その他 7,734 6,325 8,421

　　　流動負債合計 48,207 39.1 50,614 38.4 49,432 38.2

Ⅱ　固定負債

　１　社債 1,900 1,300 1,600

　２　長期借入金 ※2 9,601 11,579 11,523

　３　繰延税金負債 2,835 2,327 3,049

  ４　退職給付引当金 8,718 8,498 8,539

  ５　役員退職慰労引当金 ― 39 56

　６　その他 1,023 332 931

　　　固定負債合計 24,078 19.5 24,078 18.2 25,700 19.9

　　　負債合計 72,285 58.6 74,693 56.6 75,133 58.1

　（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 9,248 7.5 9,248 7.0 9,248 7.1

　２　資本剰余金 8,357 6.8 8,357 6.3 8,357 6.5

　３　利益剰余金 25,025 20.3 29,576 22.4 26,712 20.7

　４　自己株式 △111 △0.1 △136 △0.1 △121 △0.1

　　　株主資本合計 42,520 34.5 47,046 35.6 44,197 34.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 8,516 6.9 7,608 5.8 8,694 6.7

　２　繰延ヘッジ損益 ― ― △0 △0.0 0 0.0

　３　為替換算調整勘定 △704 △0.6 1,807 1.4 549 0.4

　　　評価・換算差額等合計 7,812 6.3 9,415 7.2 9,244 7.1

Ⅲ　少数株主持分 725 0.6 814 0.6 750 0.6

　　　純資産合計 51,057 41.4 57,276 43.4 54,192 41.9

　　　負債純資産合計 123,342 100.0 131,969 100.0 129,325 100.0

区　分
金額

（百万円）

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日）

金額

（百万円）

当中間連結会計期間末

（平成19年３月31日）

金額

（百万円）

前連結会計年度の

 要約連結貸借対照表
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(2)  中間連結損益計算書 

 

 

 

注記 百分比 百分比 百分比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ　売上高 55,156 100.0 62,113 100.0 113,876 100.0

Ⅱ　売上原価 37,713 68.4 42,745 68.8 79,586 69.9

　　　　　売上総利益 17,443 31.6 19,368 31.2 34,289 30.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 13,745 24.9 14,520 23.4 28,280 24.8

　　　　　営業利益 3,698 6.7 4,847 7.8 6,009 5.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 21 49 64

　２　受取配当金 169 174 261

　３　持分法による投資利益 30 72 －

　４　その他 156 378 0.7 258 555 0.9 383 709 0.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 232 270 482

　２　為替差損 40 11 20

　３　持分法による投資損失 － － 7

　４　その他 81 354 0.6 35 317 0.5 161 672 0.6

　　　　　経常利益 3,721 6.8 5,085 8.2 6,045 5.3

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 － 3 －

　２　投資有価証券売却益 256 － 257

　３　過年度損益修正益 ※2 － － 141

　４　貸倒引当金戻入益 10 267 0.5 2 6 0.0 11 410 0.3

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産処分損 ※3 34 35 153

　２　投資有価証券評価損 － 34 0.1 140 176 0.3 － 153 0.1

　　税金等調整前中間（当期） 3,954 7.2 4,915 7.9 6,302 5.5

　　純利益

　　法人税、住民税及び事業税 1,228 1,205 1,759

　　法人税等調整額 △93 1,135 2.1 412 1,618 2.6 △360 1,398 1.2

　　少数株主利益 21 0.0 29 0.0 18 0.0

　　中間（当期）純利益 2,796 5.1 3,266 5.3 4,885 4.3

区　分
金額

（百万円）

（自 平成18年４月１日

前中間連結会計期間

    至 平成19年９月30日）

金額

    至 平成18年９月30日）

（百万円）

（自 平成19年４月１日

当中間連結会計期間

    至 平成19年３月31日）

金額

（百万円）

（自 平成18年４月１日

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
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(3)  中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

 
（注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年３月31日残高　（百万円） 9,248 8,357 22,676 △ 100 40,182

 中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注） △ 402 △ 402

役員賞与　（注） △ 45 △ 45

中間純利益 2,796 2,796

自己株式の取得 △ 11 △ 11

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額　（純額）

 中間連結会計期間中の変動額合計
  　（百万円）

― 0 2,349 △ 10 2,338

 平成18年９月30日残高　（百万円） 9,248 8,357 25,025 △ 111 42,520

株主資本

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

 平成18年３月31日残高　（百万円） 9,427 △ 886 8,541 726 49,450

 中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注） △ 402

役員賞与　（注） △ 45

中間純利益 2,796

自己株式の取得 △ 11

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額　（純額）

△ 911 181 △ 729 △ 1 △ 730

 中間連結会計期間中の変動額合計
  　（百万円）

△ 911 181 △ 729 △ 1 1,607

 平成18年９月30日残高　（百万円） 8,516 △ 704 7,812 725 51,057

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計
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当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 日） 

 
 
 
 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成19年３月31日残高　（百万円） 9,248 8,357 26,712 △ 121 44,197

 中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 402 △ 402

中間純利益 3,266 3,266

自己株式の取得 △ 15 △ 15

自己株式の処分

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額　（純額）

 中間連結会計期間中の変動額合計
  　（百万円）

― ― 2,864 △ 15 2,849

 平成19年９月30日残高　（百万円） 9,248 8,357 29,576 △ 136 47,046

株主資本

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

 平成19年３月31日残高　（百万円） 8,694 0 549 9,244 750 54,192

 中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 402

中間純利益 3,266

自己株式の取得 △ 15

自己株式の処分 ―

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額　（純額）

△ 1,085 △ 1 1,257 170 63 234

 中間連結会計期間中の変動額合計
  　（百万円）

△ 1,085 △ 1 1,257 170 63 3,083

 平成19年９月30日残高　（百万円） 7,608 △0 1,807 9,415 814 57,276

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計
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前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 

（注） 剰余金の配当のうち△402 百万円、役員賞与△45 百万円は平成 18 年６月の定時株主総会における
利益処分項目であります。 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年３月31日残高　（百万円） 9,248 8,357 22,676 △ 100 40,182

 連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注） △ 804 △ 804

役員賞与　（注） △ 45 △ 45

当期純利益 4,885 4,885

自己株式の取得 △ 21 △ 21

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
  　（百万円）

― 0 4,035 △ 20 4,015

 平成19年3月31日残高　（百万円） 9,248 8,357 26,712 △ 121 44,197

株主資本

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

 平成18年３月31日残高　（百万円） 9,427 ― △ 886 8,541 726 49,450

 連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注） △ 804

役員賞与　（注） △ 45

当期純利益 4,885

自己株式の取得 △ 21

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）

△ 733 0 1,436 703 23 727

 連結会計年度中の変動額合計
  　（百万円）

△ 733 0 1,436 703 23 4,742

 平成19年３月31日残高　（百万円） 8,694 0 549 9,244 750 54,192

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計
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(4)  中間連結キャッシュ・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

税金等調整前中間（当期）純利益 3,954 4,915 6,302

減価償却費 2,020 2,186 4,286

受取利息及び受取配当金 △ 191 △ 224 △ 325

支払利息 232 270 482

投資有価証券売却益 △ 256 － △ 257

売上債権の増減額（増加：△） △ 2,194 △ 704 △ 3,854

たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,426 △ 2,012 △ 1,612

仕入債務の増減額（減少：△） 2,916 657 4,929

その他 △ 553 △ 1,215 △ 349

　　　　　　　　小計 4,500 3,873 9,601

利息及び配当金の受取額 197 272 403

利息の支払額 △ 230 △ 267 △ 465

法人税等の支払・還付額(支払：△) △ 150 △ 1,422 △ 487

　営業活動によるキャッシュ・フロー 4,318 2,456 9,052

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 △ 1,190 △ 2,302 △ 3,243

有形固定資産の売却による収入 － 10 7

投資有価証券の取得による支出 △ 175 △ 52 △ 295

投資有価証券の売却による収入 358 － 367

貸付金の回収による収入 2 4 5

その他 △ 35 △ 208 △ 516

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,040 △ 2,548 △ 3,674

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：△） △ 506 841 △ 3,075

長期借入れによる収入 102 1,785 4,042

長期借入金の返済による支出 △ 1,212 △ 1,802 △ 2,612

社債の償還による支出 △ 300 △ 300 △ 600

配当金の支払額 △ 401 △ 402 △ 804

少数株主への配当金の支払額 △ 1 － △ 19

その他 △ 19 △ 20 △ 32

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,338 101 △ 3,102

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 15 212 253

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 954 221 2,528

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,345 8,874 6,345

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 1 7,299 9,095 8,874

（自 平成19年４月１日

金額

（百万円）

  至 平成19年３月31日）
（自 平成18年４月１日

金額

当中間連結会計期間
前連結会計年度の要約
連結ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書

  至 平成18年９月30日）

区　分

（自 平成18年４月１日

金額

（百万円）

前中間連結会計期間

（百万円）

  至 平成19年９月30日）
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中間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 15 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、中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間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数 15 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. 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社のうち、国内子会社７社の中間決算日は 9 月 30 日、在外子会社８社の中間決算日は６月 30

日であります。在外子会社については 6 月 30 日現在の中間財務諸表を使用しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引については中間連結決算上必要な調整を行っております。 
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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 

時価のあるもの 

中間連結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)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

（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 

 

（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（（所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年３

月 30 日 法律第６号）および（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政

令第 83 号））に伴い、当中間連結会計期間より、平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資

産について、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。 

これにより、営業利益、経常利益、及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ 14 百万円減少して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年３

月 30 日 法律第６号）および（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政

令第 83 号））に伴い、平成 19 年３月 31 日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益、及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ 70

百万円減少しております。 
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なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

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エアについては、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) 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 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当中間連結会計期間対応分

相当額を計上しております。 

 

③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計

上しております。 

 

④ 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、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

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。 

 

⑤ 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、

規定に基づく中間期末要支給額を計上しております。 
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(ニ) 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、中間連結会計期間末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については、中間連結会計期間末の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用については期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。 

 

（会計方針の変更） 

従来、在外連結子会社の資産・負債及び収益・費用については、連結会計期間（年度）末の直物為替

相場により円貨に換算しておりましたが、当中間連結会計期間末より、資産及び負債については連結

会計期間（年度）末の直物為替相場により円換算し、収益及び費用については期中平均相場により円

貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は、高砂香料（広州）有限公司など中国子会社の事業展開の一層の本格化やその他の海外子

会社の業容拡大等により在外連結子会社の重要性が増加し、今後もその傾向が続くものと見込まれる

ことに伴い、従来の換算方法では期末時の為替相場の変動により期間損益計算が大きく影響を受ける

可能性があるため、四半期報告書開示制度が来期から開始されることを契機として、会計期間中の為

替相場の変動の実態をより適切に期間損益に反映させるために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法によった場合と比べて、売上高は 690 百万円、売上総利益は 257 百万円、

営業利益は 56 百万円、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ 64 百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該個所に記載しております。 

 

(ホ) 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。 

 

(ヘ) 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              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。 
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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。 

 

(ト) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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. 中間連結キャッシュ・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。 

 

表示方法の変更 

(イ) 前中間連結会計期間末において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「従業員に対して

支給する賞与支給見込額」は、近年、決算手続の早期化が進み、財務諸表作成時までに賞与支給額の確

定が困難となってきている状況を踏まえ、実態に即したより適切な開示を行うため、区分掲記いたしま

した。 

なお、前中間連結会計期間末における流動負債の「その他」に含まれている「従業員に対して支給する

賞与支給見込額」は 1,809 百万円であります。 

 

(ロ) 「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監

査上の取扱い」(監査・保証実務委員会報告第 42 号平成 19 年４月 13 日) の適用に伴い、従来、固定負

債の「その他」に含めて表示しておりました役員退職慰労引当金は当中間連結会計年度より区分掲記し

ております。なお、前中間連結会計年度の固定負債の「その他」に含まれている役員退職慰労引当金は

45 百万円であります。 
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中間連結財務諸表に関する注記事項 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

60,425百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

64,567百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

62,316百万円

※２ 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  4,931百万円
同上に対する債務 

 短期借入金 1  〃  

※２ 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 4,820百万円
同上に対する債務 

 短期借入金   1  〃  

※２ 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 5,054百万円
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 2,259百万円

土地 6  〃 

同上に対する債務 

 長期借入金 1,841  〃 
(うち１年以内 
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 2,134百万円 

土地     6  〃  

同上に対する債務 

 長期借入金  1,647 〃  
(うち１年以内
返済予定分)

  (147 〃)  

   

 (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 2,188百万円 

土地     6  〃  

同上に対する債務 

 長期借入金 1,744 〃  
 (うち１年以内 

返済予定分) 
(244 〃) 

   
 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(株) 694百万円 

（実質負担額）  (346  〃) 

Takasago 

Fragrancias E 

Aromas Ltda 

12  〃 

 

従業員 127  〃 

計 834  〃 

  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. 

4百万円円

 

 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(株) 682百万円

（実質負担額）   (340  〃)

Takasago 

Fragrancias E

Aromas Ltda 

11  〃 

従業員 97  〃 

計 792  〃 

  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.

3百万円

 

４ 受取手形裏書譲渡高 83百万円
 

 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(株) 717百万円

（実質負担額）     (358  〃)

Takasago 

Fragrancias E 

Aromas Ltda 

11  〃 

従業員 114  〃 

計 844  〃 

  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. 

4百万円

 

 ４     ――――――― 
 

※５ 中間連結会計期間末日の満期

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、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日の残高に含まれ

ております。 

   受取手形 305百万円 

      支払手形 783 〃   

※５ 中間連結会計期間末日の満期

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、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日の残高に含まれ

ております。 

   受取手形 294百万円 

   支払手形 856 〃  

※５ 当連結会計年度末日の満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決算処理して

おります。 

   なお、当連結会計年度末日は金

融機関の休日であったため、次

の満期手形が当連結会計年度

末日の残高に含まれておりま

す。 

   受取手形 309百万円 

   支払手形 806 〃 
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前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

６ 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中間連結会

計期間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  〃 
 

６ 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中間連結会

計期間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  〃 
 

６ 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  〃 
 

 
 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

3,388百万円

 荷造運賃 
 及び保管料 

992  〃 

 福利厚生費 614  〃 

 研究開発費 4,062  〃 
 

※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 

3,494百万円

 荷造運賃 
 及び保管料

1,115  〃

 福利厚生費 661  〃

 研究開発費 4,263  〃
 

※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 

6,963百万円

 荷造運賃 
 及び保管料 

2,000  〃

 福利厚生費 1,284  〃

 研究開発費 8,261  〃
 

  ※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 

 

同左 

※２     ――――――― 

 
※２     ――――――― 

 
※２ 連結子会社において税務調査

があり、過年度の費用処理につ

いて資産の取得価額に更正さ

れたものであります。 

無形固定資産   141百万円

（ソフトウェア他） 

※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 

7百万円

機械装置及び 
運搬具 

15  〃 

工具器具備品 11  〃 

計 34  〃 

   

※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 

7百万円

機械装置及び
運搬具 

15  〃

工具器具備品 11  〃

計 35  〃  

※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 

37百万円

機械装置及び 
運搬具 

77  〃

工具器具備品 18  〃

その他 20  〃

計 153  〃

その他は当社磐田工場の一部

解体撤去工事にかかる費用を

計上しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書） 

 

前中間連結会計期間 （自 平成 18 年４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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当中間連結会計期間

増加株式数 

（株）

当中間連結会計期間 

減少株式数 

（株）

当中間連結会計期間

期間末株式数 

（株）

発行済株式   

 普通株式 100,761,988 ― ― 100,761,988

合 計 100,761,988 ― ― 100,761,988

自己株式   

 普通株式 263,870 19,523 838 282,555

合 計 263,870 19,523 838 282,555

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 19,523 株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少

838 株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３. 配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 配当金の １株当たり

(決 議) 
株式の種類 

総額 配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 402 百万円 ４円 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 30 日

 

 (２) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後 

   となるもの 

 配当金の １株当たり

(決 議) 
株式の種類 

総額 
配当の原資

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年11月７日 

取締役会 
普通株式 402 百万円 利益剰余金 ４円 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月５日
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当中間連結会計期間 （自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数 

（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

（株） 

当中間連結会計期間

期間末株式数 

（株） 

発行済株式   

 普通株式 100,761,988 ― ― 100,761,988

合 計 100,761,988 ― ― 100,761,988

自己株式   

 普通株式 298,749 23,419 ― 322,168

合 計 298,749 23,419 ― 322,168

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 23,419 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３. 配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 配当金の １株当たり

(決 議) 
株式の種類 

総額 配当額 
基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 402 百万円 ４円 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日

 

 (２) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後 

   となるもの 

 配当金の １株当たり

(決 議) 
株式の種類 

総額 
配当の原資

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年11月６日 

取締役会 
普通株式 402 百万円 利益剰余金 ４円 平成 19 年９月 30 日 平成 19 年 12 月 5 日
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前連結会計年度 （自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年 3 月 31 日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

（株） 

当連結会計期間 

増加株式数 

（株） 

当連結会計期間 

減少株式数 

（株） 

当連結会計期間 

期間末株式数 

（株） 

発行済株式  

普通株式 100,761,988 ― ― 100,761,988

合計 100,761,988 ― ― 100,761,988

自己株式  

普通株式 263,870 36,507 1,628 298,749

合計 263,870 36,507 1,628 298,749

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 36,507 株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少

1,628 株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３. 配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 配当金の １株当たり

(決 議) 
株式の種類 

総額 配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 402 百万円 ４円 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 30 日

平成 18 年 11 月７日 

取締役会 
普通株式 402 百万円 ４円 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月５日

 

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

 配当金の １株当たり

(決 議) 
株式の種類 

総額 
配当の原資

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 402 百万円 利益剰余金 ４円 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 
現金及び預金 
勘定 7,338百万円

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 7,299  〃 

 

※１ 同左 

 

 

 
現金及び預金 
勘定 9,134百万円

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 9,095  〃 

 

※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 

 
現金及び預金 
勘定 8,913百万円

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 8,874  〃 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 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） 

売 上 高  

   

 (1)外部顧客に対する売上高 54,357 799 55,156 ― 55,156

 

 

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 ― 149 149 (149) ―

 計 54,357 948 55,305 (149) 55,156

 営 業 費 用 51,393 213 51,607 (149) 51,458

 営 業 利 益 2,963 734 3,698 ― 3,698

 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 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） 

売 上 高  

   

 (1)外部顧客に対する売上高 61,302 811 62,113 ― 62,113

 

 

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 ― 148 148 (148) ―

 計 61,302 960 62,262 (148) 62,113

 営 業 費 用 57,182 232 57,414 (148) 57,266

 営 業 利 益 4,119 728 4,847 ― 4,847

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 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） 

売 上 高  

   

 (1)外部顧客に対する売上高 112,269 1,607 113,876 ― 113,876

 

 

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 ― 298 298 (298) ―

 計 112,269 1,905 114,175 (298) 113,876

 営 業 費 用 107,718 446 108,165 (298) 107,867

 営 業 利 益 4,550 1,458 6,009 ― 6,009

 
（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 

 ３. 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「有形固定資産の減価償却の方法（会

計方針の変更）および（追加情報）」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、当社および国内

連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法を、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。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、

「香料事業」において 78 百万円、「その他の事業」において 6 百万円増加、営業利益が同額減少

しております。 

 ４. 中間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（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）に記載のとおり、当中間連結会計期間より、在外子会社等の財務諸表項
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目のうち収益および費用について、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算する方法から、

期中平均相場により換算する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、

「香料事業」において、外部顧客に対する売上高は 690 百万円、営業利益は 56 百万円減少してお

ります。 
 

【所在地別セグメント情報】 

 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 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）

売 上 高   

 (1)外部顧客に対する売上高 36,767 8,826 6,746 2,815 55,156 ― 55,156

 

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 2,448 512 646 36 3,644 (3,644) ―

 計 39,216 9,339 7,393 2,851 58,800 (3,644) 55,156

 営 業 費 用 36,807 8,886 6,964 2,550 55,209 (3,751) 51,458

 営 業 利 益 2,409 452 428 300 3,591 106 3,698

 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 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）

売 上 高    

 (1)外部顧客に対する売上高 40,951 9,672 8,092 3,396 62,113 ― 62,113

 

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 3,355 1,174 919 43 5,493 (5,493) ―

 計 44,307 10,847 9,011 3,440 67,607 (5,493) 62,113

 営 業 費 用 41,250 10,343 8,030 3,196 62,820 (5,554) 57,266

 営 業 利 益 3,057 503 981 244 4,786 61 4,847

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 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）

売 上 高    

 (1)外部顧客に対する売上高 74,066 19,550 14,265 5,993 113,876 ― 113,876

 

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 5,271 1,702 1,185 92 8,253 (8,253) ―

 計 79,338 21,253 15,451 6,086 122,129 (8,253) 113,876

 営 業 費 用 75,701 20,236 14,606 5,655 116,199 (8,332) 107,867

 営 業 利 益 3,636 1,016 845 430 5,929 79 6,009

 
（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. 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「有形固定資産の減価償却の方法（会

計方針の変更）および（追加情報）」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、当社および国内

連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法を、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。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、

「日本」において 85 百万円増加、営業利益が同額減少しております。 
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 ４. 中間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（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）に記載のとおり、当中間連結会計期間より、在外子会社等の財務諸表項

目のうち収益および費用について、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算する方法から、

期中平均相場により換算する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、

「北米」において、外部顧客に対する売上高は 279 百万円、営業利益は 13 百万円減少、「欧州」

において、外部顧客に対する売上高は 315 百万円、営業利益は 37 百万円減少、「アジア」におい

て、外部顧客に対する売上高は 96 百万円、営業利益は 5 百万円減少しております。 
 
 

【海外売上高】 

 

前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

  北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,685 6,678 4,123 861 20,348

Ⅱ 連結売上高（百万円）  55,156

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(%)

15.7 12.1 7.5 1.6 36.9

 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 日） 

  北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,559 8,110 4,936 1,013 25,619

Ⅱ 連結売上高（百万円）  62,113

Ⅲ 
連結売上高に占める 

海外売上高の割合(%)
18.6 13.1 7.9 1.6 41.2

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 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） 19,200 14,282 8,536 1,603 43,624

Ⅱ 連結売上高（百万円）  113,876

Ⅲ 
連結売上高に占める 

海外売上高の割合(%)
16.9 12.5 7.5 1.4 38.3

 
（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。 

 ４. 中間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（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）に記載のとおり、当中間連結会計期間より、在外子会社等の財務諸表項

目のうち収益および費用について、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算する方法から、

期中平均相場により換算する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、

海外売上高が「北米」において 230 百万円、「欧州」において 300 百万円、「アジア」において、

93 百万円、「その他の地域」において 24 百万円減少しております。 
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（１株当たり情報） 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 500円92銭 
 

１株当たり純資産額 562円14銭
 

１株当たり純資産額 531円95銭
 

１株当たり中間純利益金額 27円83銭
 

１株当たり中間純利益金額 32円52銭
 

１株当たり当期純利益金額 48円62銭
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 

２．１株当たり中間(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。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

1株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益(百万円) 2,796 3,266 4,885 

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益（百万円） 

2,796 3,266 4,885 

普通株式の 
期中平均株式数（千株） 

100,488 100,452 100,479 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間末

平成18年９月30日 
当中間連結会計期間末

平成19年９月30日 
前連結会計年度末 
平成19年３月31日 

純資産の部の合計額(百万円) 51,057 57,276 54,192 

純資産の部の合計額から控除する金
額(百万円) 

725 814 750 

(うち少数株主持分) （725） （814） （750）

普通株式に係る中間期末の純資産額
(百万円) 

50,332 56,461 53,442 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた中間期末の普通株式の数（千株）

100,479 100,439 100,463 

 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 
 

（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項に

ついては、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５. 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 

注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

　(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 2,122 2,930 2,900

　２　受取手形 ※4 2,356 2,153 2,049

　３　売掛金 14,683 16,693 16,130

　４　たな卸資産 15,366 16,876 16,450

　５　関係会社短期貸付金 － 6,504 6,304

　６　その他 1,485 1,614 1,436

　　　貸倒引当金 △5 △8 △7

　　　流動資産合計 36,009 36.6 46,763 43.5 45,265 41.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※1,2

    (1)  建物 10,154 10,088 10,296

    (2)  機械及び装置 5,365 5,070 5,278

    (3)  その他 5,041 4,761 4,792

　　　　　　　       計 20,561 19,921 20,367

　２　無形固定資産 241 503 355

　３　投資その他の資産

    (1)  投資有価証券 30,015 28,512 30,405

    (2)  出資金 10,025 10,244 10,221

    (3)  その他 1,603 1,585 1,638

　　　　貸倒引当金 △95 △104 △99

　　　　　　　　    計 41,549 40,238 42,165

　　 固定資産合計 62,353 63.4 60,663 56.5 62,888 58.1

　 　資産合計 98,362 100.0 107,427 100.0 108,153 100.0

区　分
金額

（百万円）

前中間会計期間末

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日）

金額

（百万円）

当中間会計期間末

（平成19年３月31日）

金額

（百万円）

前事業年度の
要約貸借対照表
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

　(負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※4 3,561 3,757 3,130

　２　買掛金 8,010 10,306 9,940

　３　短期借入金 ※2 14,641 20,965 20,606

　４　一年以内に償還予定の社債 600 600 600

　５　未払法人税等 1,038 1,028 1,238

　６　賞与引当金 － 1,305 －

　７　役員賞与引当金 － 14 47

　８　その他 ※5 4,718 3,361 5,026

　　　流動負債合計 32,570 33.1 41,338 38.5 40,588 37.5

Ⅱ　固定負債

　１　社債 1,900 1,300 1,600

　２　長期借入金 ※2 8,522 10,084 10,186

　３　繰延税金負債 2,762 2,233 2,944

　４　退職給付引当金 8,138 7,863 7,944

　５　預り保証金 951 307 903

　　　固定負債合計 22,274 22.7 21,789 20.3 23,579 21.8

       負債合計 54,844 55.8 63,127 58.8 64,167 59.3

　(純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 9,248 9.4 9,248 8.6 9,248 8.6

　２　資本剰余金

 　(１)　資本準備金 8,355 8,355 8,355

 　(２)　その他資本剰余金 1 1 1

　　　資本剰余金合計 8,357 8.5 8,357 7.8 8,357 7.7

　３　利益剰余金

 　(１)　利益準備金 1,905 1,905 1,905

 　(２)　その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 579 560 569

配当準備金 470 470 470

研究開発積立金 320 320 320

別途積立金 1,714 1,714 1,714

繰越利益剰余金 12,563 14,290 12,884

　　　利益剰余金合計 17,553 17.8 19,261 17.9 17,864 16.5

　４　自己株式 △103 △0.1 △129 △0.1 △113 △0.1

 株主資本合計 35,055 35.6 36,738 34.2 35,357 32.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 8,463 8.6 7,560 7.0 8,629 8.0

  評価・換算差額等合計 8,463 8.6 7,560 7.0 8,629 8.0

　　　純資産合計 43,518 44.2 44,299 41.2 43,986 40.7

　　　負債純資産合計 98,362 100.0 107,427 100.0 108,153 100.0

区　分
金額

（百万円）

前中間会計期間末

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日）

金額

（百万円）

当中間会計期間末

（平成19年３月31日）

金額

（百万円）

前事業年度の
要約貸借対照表
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(2) 中間損益計算書 

 

注記 百分比 百分比 百分比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ　売上高 30,350 100.0 35,523 100.0 61,549 100.0

Ⅱ　売上原価 21,105 69.5 25,566 72.0 44,233 71.9

　　　　売上総利益 9,244 30.5 9,957 28.0 17,315 28.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,223 23.8 7,386 20.8 14,525 23.6

　　　　営業利益 2,021 6.7 2,571 7.2 2,789 4.5

Ⅳ　営業外収益 ※1 639 2.1 676 1.9 1,174 1.9

Ⅴ　営業外費用 ※2 200 0.7 250 0.7 442 0.7

　　　　経常利益 2,459 8.1 2,997 8.4 3,521 5.7

Ⅵ　特別利益 ※3 267 0.9 2 0.0 268 0.4

Ⅶ　特別損失 ※4 29 0.1 170 0.4 137 0.2

　　　　税引前中間（当期）純利益 2,698 8.9 2,829 8.0 3,652 5.9

　　　　法人税、住民税及び事業税 949 934 1,166

　　　　法人税等調整額 150 1,100 3.6 95 1,030 2.9 174 1,341 2.1

　　　　中間（当期）純利益 1,598 5.3 1,799 5.1 2,311 3.8

区　分
金額

（百万円）

（自 平成18年４月 １日

前中間会計期間

    至 平成19年９月30日）

金額

    至 平成18年９月30日）

（百万円）

（自 平成19年４月 １日

当中間会計期間

    至 平成19年３月31日）

金額

（百万円）

（自 平成18年４月 １日

前事業年度の

要約損益計算書
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自

己

株

式

株

主

資

本

合

計

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

平成18年３月31日残高 (百万円) △ 92 33,909 9,377 9,377 43,287

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩　（注） ― ―

剰余金の配当　（注） △ 402 △ 402

役員賞与　（注） △ 39 △ 39

中間純利益 1,598 1,598

自己株式の取得 △１１ △１１ △１１

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額　（純額）
△ 914 △ 914 △ 914

中間会計期間中の変動額合計 （百万円） △ 10 1,145 △ 914 △ 914 231

平成18年９月30日残高 （百万円） △ 103 35,055 8,463 8,463 43,518

評価・換算差額等

純資産

合計

株主資本

(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 
 

 
(注) 固定資産圧縮積立金の取崩の内 21 百万円、剰余金の配当△402 百万円、役員賞与△39 百万円は 

   平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分による増減であります。 

固
定
資
産
圧
縮
積
立
金

配
当
準
備
金

研
究
開
発
積
立
金

別
途
積
立
金

繰
越
利
益
剰
余
金

平成18年３月31日残高 (百万円) 9,248 8,355 1 8,357 1,905 611 470 320 1,714 11,375 16,396

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩　（注） △ 31 31 ―

剰余金の配当　（注） △ 402 △ 402

役員賞与　（注） △ 39 △ 39

中間純利益 1,598 1,598

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額　（純額）

中間会計期間中の変動額合計 （百万円） ― ― 0 0 ― △ 31 ― ― ― 1,188 1,156

平成18年９月30日残高 (百万円) 9,248 8,355 1 8,357 1,905 579 470 320 1,714 12,563 17,553

利
益
準
備
金

資
本
剰
余
金
合
計

株主資本

資本剰余金

その他利益剰余金
利
益
剰
余
金
合
計

利益剰余金

そ
の
他
資
本
剰
余
金

資
本
金

資
本
準
備
金
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当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 日） 

固
定
資
産
圧
縮
積
立
金

配
当
準
備
金

研
究
開
発
積
立
金

別
途
積
立
金

繰
越
利
益
剰
余
金

平成19年３月31日残高 (百万円) 9,248 8,355 1 8,357 1,905 569 470 320 1,714 12,884 17,864

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩　 △ 9 9 ―

剰余金の配当　 △ 402 △ 402

中間純利益 1,799 1,799

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額　（純額）
中間会計期間中の変動額合計 （百万
円）

― ― ― ― ― △ 9 ― ― ― 1,406 1,397

平成19年９月30日残高 (百万円) 9,248 8,355 1 8,357 1,905 560 470 320 1,714 14,290 19,261

資
本
金

資
本
準
備
金

利
益
準
備
金

資
本
剰
余
金
合
計

株主資本

資本剰余金

その他利益剰余金
利
益
剰
余
金
合
計

利益剰余金

そ
の
他
資
本
剰
余
金

自
己
株
式

株
主
資
本

合
計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・
換算差
額等
合計

平成19年３月31日残高 (百万円) △ 113 35,357 8,629 8,629 43,986

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩　 ― ―

剰余金の配当　 △ 402 △ 402

中間純利益 1,799 1,799

自己株式の取得 △15 △15 △15

自己株式の処分 ― ―

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額　（純額）

△ 1,068 △ 1,068 △ 1,068

中間会計期間中の変動額合計 （百万
円）

△ 15 1,381 △ 1,068 △ 1,068 313

平成19年９月30日残高 （百万円） △ 129 36,738 7,560 7,560 44,299

評価・換算差額等

純資産
合計

株主資本
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前事業年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 

 

（注）固定資産圧縮積立金の取崩のうち△21 百万円、剰余金の配当のうち△402 百万円、役員賞与△39 百万
円は平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

固
定
資
産
圧
縮
積
立
金

配
当
準
備
金

研
究
開
発
積
立
金

別
途
積
立
金

繰
越
利
益
剰
余
金

平成18年３月31日残高 (百万円) 9,248 8,355 1 8,357 1,905 611 470 320 1,714 11,375 16,396

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩　（注） △ 41 41 ―

剰余金の配当　（注） △ 804 △ 804

役員賞与　（注） △ 39 △ 39

当期純利益 2,311 2,311

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額　（純額）

事業年度中の変動額合計 （百万円） ― ― 0 0 ― △ 41 ― ― ― 1,509 1,467

平成19年3月31日残高 (百万円) 9,248 8,355 1 8,357 1,905 569 470 320 1,714 12,884 17,864

利
益
準
備
金

資
本
剰
余
金
合
計

株主資本

資本剰余金

その他利益剰余金
利
益
剰
余
金
合
計

利益剰余金

そ
の
他
資
本
剰
余
金

資
本
金

資
本
準
備
金

自

己

株

式

株

主

資

本

合

計

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

平成18年３月31日残高 (百万円) △ 92 33,909 9,377 9,377 43,287

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩　（注） ― ―

剰余金の配当　（注） △ 804 △ 804

役員賞与　（注） △ 39 △ 39

当期純利益 2,311 2,311

自己株式の取得 △ 21 △ 21 △ 21

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額　（純額）
△ 748 △ 748 △ 748

事業年度中の変動額合計 （百万円） △ 20 1,447 △ 748 △ 748 698

平成19年3月31日残高 （百万円） △ 113 35,357 8,629 8,629 43,986

評価・換算差額等

純資産

合計

株主資本
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１. 資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

  その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

中間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)によっております。 

  ② 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）たな卸資産 

先入先出法による低価法によっております。 

 

２. 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法）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 

    機械装置及び車両運搬具   ２～15 年 

 

（会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年３月 30 日 法律第６号）

および（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政令第 83 号））に伴い、当中

間会計期間より、平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資産について、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。 

これにより、営業利益、経常利益、及び税引前中間純利益はそれぞれ 12 百万円減少しております。 

 

（追加情報） 

当社は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年３月 30 日 法律第６号）

および（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政令第 83 号））に伴い、平成

19 年３月 31 日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益、及び税引前中間純利益がそれぞれ 54 百万円減

少しております。 
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（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。 

 

３. 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）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当中間会計期間対応分相当額を

計上しております。 

（３）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており 

ます。 

（４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業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

当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。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、各事業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按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお

ります。 

 

４. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間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。 

 

５. 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。 

 

６. 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。 
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表示方法の変更 

前中間事業年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「従業員に対して支給する

賞与支給見込額」は、近年、決算手続の早期化が進み、財務諸表作成時までに賞与支給額の確定が困難と

なってきている状況を踏まえ、実態に即したより適切な開示を行うため、区分掲記いたしました。 

なお、前中間事業年度末における流動負債の「その他」に含まれている「賞与引当金」は 1,305 百万円で

あります。 
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中間個別財務諸表に関する注記事項 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
41,132百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
42,544百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
41,663百万円

※２ 担保及び担保付債務 ※２ 担保及び担保付債務 ※２ 担保及び担保付債務 
(1) 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 4,931百万円
同上に対する債務 
短期借入金  1 〃 

 

(1) 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 4,820百万円
同上に対する債務
短期借入金  1 〃 

 

(1) 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 5,054百万円
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 2,259百万円

 土地 6 〃 

同上に対する債務 
 長期借入金 1,841 〃 
 (うち１年以内

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 2,134百万円

 土地 6 〃 

同上に対する債務 
 長期借入金 1,647 〃 
 (うち１年以内

返済予定分) 
(147  〃) 

(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 2,188百万円

 土地 6 〃 

同上に対する債務 
 長期借入金 1,744 〃 
 (うち１年以内

返済予定分) 
(244  〃) 

  
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。 

㈱高砂ケミカル 600百万円
高砂珈琲㈱ 850 〃 
高栄産業㈱ 590 〃 
㈱高砂インターナショ
ナルコーポレーション 

5,631  〃 

南海果工㈱ 
（実質負担額） 

694  〃 
(346  〃)  

Takasago  
International 
Corporation (U.S.A.) 

1,426  〃 

Takasago Europe 
G.m.b.H. 

12  〃 

上海高砂・鑑臣香料 
有限公司 

176  〃 

Takasago Fragrancias 
E Aromas Ltda 

12  〃 
 
 

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

153  〃 

従業員 127  〃 
計 10,275  〃 

 

  
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。 

㈱高砂ケミカル 650百万円
高砂珈琲㈱ 850 〃 
高栄産業㈱ 560 〃 
㈱高砂インターナショ
ナルコーポレーション

720  〃 

南海果工㈱ 
（実質負担額） 

682  〃 
(340  〃) 

Takasago  
International 
Corporation (U.S.A.)

779  〃 

Takasago De Mexico 
S.A.de C.V. 

23  〃 

Takasago Europe 
G.m.b.H. 

14  〃 

上海高砂・鑑臣香料 
有限公司 

 180 〃 

高砂香料(広州) 
有限公司 

15  〃 
 

Takasago Fragrancias 
E Aromas Ltda 

11  〃 
 

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

167  〃 

従業員 97  〃 
計 4,751  〃 

  
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。 

㈱高砂ケミカル 400百万円
高砂珈琲㈱ 850 〃 
高栄産業㈱ 590 〃 
㈱高砂インターナショ
ナルコーポレーション

203  〃 

南海果工㈱ 
（実質負担額） 

717  〃 
(358  〃) 

Takasago  
International 
Corporation (U.S.A.)

869  〃 

Takasago Europe 
G.m.b.H. 

13  〃 
       

上海高砂・鑑臣香料 
有限公司 

176  〃 

Takasago Fragrancias 
E Aromas Ltda 

11  〃 
 
 

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

160  〃 

従業員 114  〃 
計 4,106  〃 

このほかに下記関係会社の金融機
関からの借入等に対し、保証予約
を行っております。 

このほかに下記関係会社の金融機
関からの借入等に対し、保証予約
を行っております。 

このほかに下記関係会社の金融
機関からの借入等に対し、保証予
約を行っております。 

高砂スパイス㈱ 100百万円
Takasago  
International(Italia) 
S.R.L. 

4 〃 

Takasago 
International 
(Singapore)Pte Ltd 

5 〃 

  計   110〃 

 

高砂スパイス㈱ 100百万円
Takasago  
International(Italia) 
S.R.L. 

3 〃 

Takasago 
International 
(Singapore)Pte Ltd 

6 〃

  計   109〃 

 

高砂スパイス㈱ 100百万円
Takasago  
International(Italia) 
S.R.L. 

4 〃 
 

Takasago 
International 
(Singapore)Pte Ltd 

6 〃 

 計 111  〃 
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※４ 中間会計期間末日満期手形の会
計処理については、手形交換日を
もって決済処理している。 

   なお、当中間会計期間の末日は金
融機関の休日であったため、次の
満期手形が中間会計期間末日残
高に含まれております。 

    受取手形   291百万円 
    支払手形   727 〃 
 

※４ 中間会計期間末日満期手形の会
計処理については、手形交換日を
もって決済処理している。 

   なお、当中間会計期間の末日は金
融機関の休日であったため、次の
満期手形が中間会計期間末日残
高に含まれております。 

    受取手形   285百万円 
    支払手形   798 〃 
 

※４ 当事業年度末日の満期手形の会
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、当事業年度末日は金融機関
の休日であったため、次の満期手
形が中間会計期間末日残高に含
まれております。 

    受取手形   285百万円 
    支払手形   715 〃 
 

※５ 消費税等の取扱い 
仮払消費税等及び仮受消費税等
は、相殺しており、流動負債の
「その他」に含めて表示してお
ります。 

※５ 消費税等の取扱い 
同左 

 
 

 
 

※５    ―――――― 

６ 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中間会計期
間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  〃 

 

６ 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中間会計期
間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  〃 

 

６ 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事業年度末
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  〃 

 
 
 

（中間損益計算書） 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主なもの 

受取利息 7百万円

受取配当金 309  〃 

関係会社受取手数料 145  〃 

為替差益 41  〃 
 

※１ 営業外収益の主なもの 

受取利息 40百万円

受取配当金 256  〃 

関係会社受取手数料 141  〃 

為替差益 11  〃 
 

※１ 営業外収益の主なもの 

受取利息 31百万円

受取配当金 400  〃 

関係会社受取手数料 302  〃 

為替差益 111  〃 
 

 

※２ 営業外費用の主なもの 

支払利息 131百万円

社債利息 14  〃 
 

 

※２ 営業外費用の主なもの 

支払利息 207百万円

社債利息 11  〃 
 

 

※２ 営業外費用の主なもの 

支払利息 290百万円

社債利息 27  〃 
 

 

※３ 特別利益の主なもの 

投資有価証券売却益 256百万円
 

 

※３ 特別利益の主なもの 

貸倒引当金戻入益 2百万円
 

 

※３ 特別利益の主なもの 

投資有価証券売却益 257百万円
 

※４ 特別損失の主なもの 

 固定資産処分損 
 (うち除却損) 

29百万円 
 (29  〃)  

 

 

※４ 特別損失の主なもの 

 投資有価証券評価損 140百万円

  
固定資産処分損 

 (うち除却損) 
29百万円

 (28  〃) 

※４ 特別損失の主なもの 

 固定資産処分損 
 (うち除却損) 

137百万円
(137  〃) 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,176百万円

無形固定資産 17  〃 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,253百万円

無形固定資産 18  〃 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,466百万円

無形固定資産 34  〃 
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（中間株主資本等変動計算書） 
 

前中間会計期間 （自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株）

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期末 
株式数（株） 

自己株式     

 普通株式 205,112 19,523 838 223,797

合 計 205,112 19,523 838 223,797

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 19,523 株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少
838 株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 
 

当中間会計期間 （自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数(株) 

当中間会計期間 
増加株式数（株）

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

自己株式     

 普通株式 239,991 23,419 ― 263,410

合 計 239,991 23,419 ― 263,410

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 23,419 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 
 

前事業年度（自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3 月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株）

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

自己株式     

 普通株式 205,112 36,507 1,628 239,991

合 計 205,112 36,507 1,628 239,991

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 36,507 株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少
1,628 株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 
 
 


