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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高に消費税等は含まれておりません。 

２．平成13年５月18日付にて１株につき２株の株式分割を行っております。 

なお、第40期の１株当たり当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

３．第40期及び第41期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

４．第42期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

売上高（百万円） 42,483 45,196 46,465 50,381 47,752 

経常利益（百万円） 5,510 5,940 5,544 6,420 6,618 

当期純利益（百万円） 2,658 3,229 3,270 3,622 3,882 

純資産額（百万円） 38,635 41,247 43,394 46,480 51,572 

総資産額（百万円） 61,814 64,552 69,450 74,670 75,515 

１株当たり純資産額（円） 957.34 1,022.13 1,074.32 1,150.84 1,248.95 

１株当たり当期純利益（円） 65.88 80.03 79.96 88.71 94.04 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益（円） 
－ － 79.86 80.95 86.84 

自己資本比率（％） 62.5 63.9 62.5 62.2 68.3 

自己資本利益率（％） 7.33 8.09 7.73 8.06 7.92 

株価収益率（倍） 23.30 19.08 17.76 17.33 19.03 

営業活動による 

キャッシュ・フロー(百万円) 
3,934 4,882 5,444 5,706 6,970 

投資活動による 

キャッシュ・フロー(百万円) 
△4,794 △1,874 △1,409 △5,832 △5,489 

財務活動による 

キャッシュ・フロー(百万円) 
△2,103 △788 1,025 △808 △1,013 

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円） 
5,732 7,964 12,983 12,049 12,541 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人) 

924 

[214] 

944 

[275] 

969 

[306] 

981 

[325] 

1,008 

[337] 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高に消費税等は含まれておりません。 

２．平成13年５月18日付にて１株につき２株の株式分割を行っております。 

            なお、第40期の１株当たり当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

３．第40期の１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部上場を記念する記念配当２円を含んでおりま

す。 

４．第41期の１株当たり配当額には、創業100年を迎えられることを記念する記念配当３円を含んでおります。 

５．第42期の１株当たり配当額には、特別配当５円を含んでおります。 

６．第40期及び第41期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

７．第42期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

売上高（百万円） 41,759 44,234 44,239 48,515 45,570 

経常利益（百万円） 5,700 5,709 5,311 6,134 6,137 

当期純利益（百万円） 2,854 3,038 3,060 3,382 3,524 

資本金（百万円） 3,542 3,542 3,542 3,542 4,247 

発行済株式総数（株） 40,357,200 40,357,200 40,357,200 40,357,200 41,266,871 

純資産額（百万円） 39,170 41,542 43,780 46,630 51,230 

総資産額（百万円） 62,316 64,652 69,655 74,578 75,004 

１株当たり純資産額（円） 970.60 1,029.44 1,083.88 1,154.57 1,240.68 

１株当たり配当額（円） 

(うち１株当たり中間配当額

（円）) 

12.00 

(－) 

15.00 

(－) 

20.00 

(－) 

25.00 

(－) 

25.00 

(－) 

１株当たり当期純利益（円） 70.73 75.28 74.75 82.78 85.27 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － 74.65 75.53 78.74 

自己資本比率（％） 62.8 64.3 62.9 62.5 68.3 

自己資本利益率（％） 7.81 7.53 7.17 7.48 7.20 

株価収益率（倍） 21.70 20.28 19.00 18.57 20.99 

配当性向（％） 16.97 19.92 26.76 30.19 29.32 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

815 

[149] 

824 

[193] 

826 

[223] 

834 

[239] 

840 

[242] 



２【沿革】 

明治36年５月 長谷川香料株式会社の前身である長谷川藤太郎商店を東京市日本橋区（現東京都中央区）に設立

し、香料の取扱を開始 

昭和23年12月 長谷川藤太郎商店を法人組織とし、株式会社長谷川藤太郎商店を設立（資本金600千円） 

年月 事項 

昭和36年12月 香料の製造及び販売を目的として、東京都中央区日本橋本町四丁目９番地に長谷川香料株式会社

を設立（資本金45,000千円）し、株式会社長谷川藤太郎商店より業務一切を引き継ぐ 

昭和39年11月 埼玉県深谷市に深谷工場（現深谷事業所）を新設し、川崎工場より食品香料製造部門を移転して

生産量の増大に対処 

昭和44年10月 川崎工場の合成香料製造部門の深谷工場への移転に伴い、川崎工場の研究部門を拡充し川崎研究

所（現技術研究所）を開設 

昭和52年８月 深谷事業所に川崎工場の香粧品香料製造部門を移転し、すべての製造部門を深谷事業所に集結 

昭和53年12月 北米地域における活動拠点として米国カリフォルニア州ローンデール市に現地法人T.HASEGAWA 

U.S.A.,INC.を設立 

昭和59年１月 群馬県邑楽郡板倉町に板倉工場を新設、食品香料の生産を開始 

昭和59年５月 長野県塩尻市にフルーツ加工品製造のために合弁会社として株式会社エー・ティ・エイチを設立 

平成元年３月 米国のT.HASEGAWA U.S.A.,INC.を業容拡大に伴いカリフォルニア州セリトス市に移転、研究・生

産・販売体制を強化 

平成２年11月 シンガポールに東南アジアにおける活動拠点として、現地法人T.HASEGAWA CO.(S.E.ASIA)PTE. 

LTD.を設立 

平成３年９月 香港に香港支店を開設 

平成３年10月 長谷藤株式会社を合併（合併後資本金1,622,100千円） 

平成７年６月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

平成９年４月 中華人民共和国上海市に同国における活動拠点として、上海駐在員事務所を開設 

平成12年３月 東京証券取引所市場第二部に上場 

平成13年３月 東京証券取引所市場第一部に上場 

平成13年３月 フルーツ加工品の生産子会社として平成11年11月に設立した長谷川ファインフーズ株式会社（本

社：東京都中央区、工場：群馬県邑楽郡板倉町／資本金50,000千円）の工場が本稼働 

平成13年10月 中華人民共和国上海市に現地生産拠点として平成12年１月に設立した長谷川香料（上海）有限公

司の工場が本稼働 

平成13年11月 深谷事業所及び板倉工場がＩＳＯ14001認証取得 

平成15年10月 創業100周年記念事業として財団法人長谷川留学生奨学財団を設立 

平成15年12月 ＩＳＯ9001認証取得（平成10年12月取得のＩＳＯ9002からの拡大移行） 

平成15年12月 長谷川ファインフーズ株式会社にてＨＡＣＣＰ認証取得 

平成16年１月 タイ王国に東南アジアにおける活動拠点として平成15年11月に設立したT.HASEGAWA (SOUTHEAST 

ASIA)CO.,LTD.が活動を開始（T.HASEGAWA CO.(S.E.ASIA)PTE.LTD.は閉鎖） 

平成16年２月 長谷川香料（上海）有限公司がＩＳＯ9001認証取得 

平成16年５月 深谷事業所にてＨＡＣＣＰ認証取得 

平成16年９月 香港支店を閉鎖 



３【事業の内容】 

 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。 

香粧品製品 

合成香料 

食品部門 

エッセンス 飲料、冷菓、デザート等。 

食品用油性香料 菓子、スープ、酪農・油脂製品等。 

食品用乳化香料 飲料、菓子、冷菓等。 

食品用粉末香料 菓子、スープ、食肉・水産加工品等。 

食品用抽出香料 飲料、冷菓、菓子等。 

シーズニング スープ、菓子、調味料等。 

エキストラクト 飲料、冷菓、デザート等。 

加工食品素材 加工食品、飲料、菓子等。 

フルーツ加工品 飲料、冷菓、デザート等。 

天然色素 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 

飲料、冷菓、デザート等。 
果汁 



［事業系統図］ 

 当社グループは、当社、子会社５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。 

主な事業内容は、下記のとおりであります。 

 （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。 

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 



４【関係会社の状況】 

(1）連結子会社 

 （注）１．T.HASEGAWA U.S.A.,INC.及び長谷川香料(上海)有限公司は特定子会社であります。 

２．上記子会社は有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。 

(2）持分法適用関連会社 

 該当会社はありません。 

(3）その他の関係会社 

 該当会社はありません。 

名称 住所 
資本金 
又 は 
出資金 

主要な事業の内容 
議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

役員の兼任 

資金 
援助 

営業上 
の取引 

設備の 
賃貸借 

業務提
携等 

当社 
役員
（人）

当社 
従業員
（人）

T.HASEGAWA 

U.S.A.,INC. 

米国カリフォル

ニア州 

セリトス市 

11,200 

千米ドル 

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 

100 6 1 － 

各種香料

の販売先

及び仕入

先 

なし なし 

長谷川香料

（上海） 

有限公司 

中華人民共和国 

上海市 

16,000 

千米ドル 

各種香料の製造及び

販売 
100 6 1 － 

各種香料

の販売先

及び仕入

先 

なし なし 

長谷川ファイ

ンフーズ㈱ 
東京都中央区 

50 

百万円 

農畜産物の加工及び

販売 
100 4 1 － 

委託加工

先 

工場

一式 
なし 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．当社グループ（当社及び連結子会社・・・以下同じ）の事業は単一セグメントであるため、内部管理上の部

門区分により記載しております。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

なお、臨時雇用者数は、個々の就労時間が所定の時間と異なる場合があるため、個々の年間就労時間の積算

値を所定の年間就労時間で除した値を平均人員として記載しております。 

３．従業員数には、当社グループ外からの受入出向者１名を含み、当社グループ外への出向者４名は含んでおり

ません。 

４．共通として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない部門に所属する者の人員数であります。

(2)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

なお、臨時雇用者数は上記「(1）連結会社の状況」と同様の算出方法による値を記載しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

３．従業員数には、他社からの受入出向者１名を含み、他社への出向者27名は含んでおりません。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は、長谷川香料労働組合と称し、昭和46年６月14日に結成されました。なお、平成17年９月30日現在、

組合員数は501名であります。 

 労使関係は円滑に推移しており、特記すべき事項はありません。 

  平成17年９月30日現在

事業の部門別 従業員数（人） 

フレグランス部門 95 (14) 

食品部門 470 (264) 

共通 443 (59) 

合計 1,008 (337) 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

 840（242） 40.3 17.2 7,619,526 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加、個人消費の増加などにより景気は緩

やかながら回復基調で推移いたしました。  

 香料業界におきましては、顧客業界における販売品目の絞込み、最終商品のライフサイクルの短命化に伴う小

口・多頻度注文の増加及び納期の短縮化、「食の安全性」確保に伴う品質保証コストの増加など依然として厳しい

状況が続いております。  

 このような環境の中で、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、「技術立社」の社是のも

と、研究・技術開発力の一層の向上に努め、顧客の多様なニーズに的確・迅速に対応し、特徴のある差別化された

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。  

 部門別の売上高は、フレグランス部門（製品：売上高45億85百万円、前連結会計年度比4.8％減／商品：売上高

６億76百万円、前連結会計年度比8.4％減）では、製品はトイレタリー製品向けの売上は好調でしたが、一部の製

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。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393億12百万円、前連結会計年度比4.2％減／商品：売上高31億79百万円、前連結会計年

度比16.1％減）では、製品は飲料向けにおける一部の顧客の在庫調整による売上減、特定分野への集中による新製

品開発の減少及び既存製品の不振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、フルーツ加工品のう

ち商品扱いの一部が製品にシフトしたことを主因に前連結会計年度比減少いたしましたが、フルーツ加工品の売上

は底を打ち、製品、商品の合計では前連結会計年度比増加いたしました。  

 以上の結果、全体での売上高は、477億52百万円（前連結会計年度比5.2％減）となりました。 利益につきまし

ては、営業利益は、68億45百万円（前連結会計年度比1.3％減）、経常利益は、66億18百万円（前連結会計年度比

3.1％増）、当期純利益は、38億82百万円（前連結会計年度比7.2％増）となりました。  

  なお、連結子会社の長谷川香料（上海）有限公司につきましては、食品部門、フレグランス部門ともに好調に推

移し、また、一部の製品を当社から製造移管したこともあり、売上高は前連結会計年度比50％以上の増加となりま

した。 

（注）１．当社グループの事業は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記載しております。 

また、当社グループにおいては「連結財務諸表」の注記に記載のとおり、所在地別セグメントがないた

め、同セグメント別の記載はしておりません。 

なお、事業の種類別セグメントが単一セグメントであるため、この項（「第２事業の状況」）全般にわた

り、同セグメント別に替え、内部管理上の部門区分による記載としております。 

２．当社の消費税等に係る会計処理は税抜方式によっているため、この項（「第２事業の状況」）に記載の商

品仕入実績、受注状況、販売実績等の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、69億70百万円（前連結会計年度は57億６百万円）となりました。主

な要因は、税金等調整前当期純利益が64億34百万円（前連結会計年度は62億19百万円）、減価償却費が23億95

百万円（前連結会計年度は23億６百万円）、また飲料用香料を中心とした売上高の減少による売上債権の減少

が22億69百万円（前連結会計年度は23億70百万円の増加）にのぼり、他方、売上高減少を背景に仕入債務の減

少が19億９百万円（前連結会計年度は11億31百万円の増加）、また法人税等の支払額が28億48百万円（前連結

会計年度は30億67百万円）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・フローは、△54億89百万円（前連結会計年度は△58億32百万円）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25億４百万円（前連結会計年度は30

億18百万円）、投資有価証券（主に株式）の取得による支出が４億82百万円（前連結会計年度は17億13百万円）、

及び板倉工場（食品部門）の増強、深谷事業所の品質管理センター建設など有形固定資産取得による支出が48億97

百万円（前連結会計年度は36億47百万円）にのぼったこと、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）にのぼったことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△10億13百万円（前連結会計年度は△８億８百万円）となりました。主

な要因は、配当金の支払額が10億８百万円（前連結会計年度は８億６百万円）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４億92百万円増加し125

億41百万円となりました。 

２【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。 

（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。 

（注）金額は仕入価格で表示しております。 

事業の部門別 
当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

フレグランス部門（百万円） 3,129 1.0 

食品部門（百万円） 25,083 △4.8 

合計（百万円） 28,213 △4.2 

事業の部門別 
当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

フレグランス部門（百万円） 595 △8.8 

食品部門（百万円） 2,602 △19.3 

合計（百万円） 3,198 △17.5 



(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。 

（注）金額は販売価格で表示しております。 

 (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。 

（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。 

 なお、花王（株）に対する当連結会計年度の販売実績は、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため、記載

を省略しております。 

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 4,593 △4.4 228 3.8 

食品部門 39,168 △4.8 1,143 △11.1 

小計 43,762 △4.8 1,371 △9.0 

商品     

フレグランス部門 682 △7.5 22 38.0 

食品部門 3,130 △17.7 155 △23.7 

小計 3,813 △16.1 178 △19.2 

合計 47,575 △5.8 1,549 △10.3 

事業の部門別 
当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

製品   

フレグランス部門（百万円） 4,585 △4.8 

食品部門（百万円） 39,312 △4.2 

小計（百万円） 43,897 △4.3 

商品   

フレグランス部門（百万円） 676 △8.4 

食品部門（百万円） 3,179 △16.1 

小計（百万円） 3,855 △14.8 

合計（百万円） 47,752 △5.2 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

森永乳業(株) 7,880 15.6 8,160 17.1 

花王(株) 5,466 10.9 － － 



３【対処すべき課題】 

(1) 経済及び香料業界の状況 

今後のわが国経済は、緩やかながら景気回復が持続することが期待されますが、高騰する原油価格が世界経済

に与える影響とその動向には注意をしていく必要があります。 

 香料業界においても、国内の景気の回復が、香料需要に好影響を及ぼすことが期待されますが、香料業界各社

のシェア獲得競争は一層激しさを増すことが予想されます。 

(2) 当社グループの課題 

厳しい経営環境のなかで、当社グループが勝ち抜いていくには、引き続き研究・技術開発力の一層の向上に努

め、高品質・高付加価値製品を開発し、顧客に提供していかねばなりません。また売上と利益の増加を達成する

ためには、顧客サービスの向上、コストの削減が求められます。 

 全社的な業務改善・合理化を目標にしたＳＣＭ（サプライチェーン・マネジメント）プロジェクトの一環とし

て進めております新基幹業務システムの構築につきましては、第46期（平成19年９月期）の稼働開始を目標とし

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。同時に香料の安全性確保をより強固にするために、深谷事業所内に生産部門の品質管理機能

を統合した品質管理センター棟を建設し、業務を開始しております。 

 また、中国子会社の長谷川香料（上海）有限公司は平成13年10月より本稼働を開始し、順調に推移しておりま

す。今後の中国市場における香料需要の拡大に合わせ、第２の生産拠点建設の検討を開始いたしました。 

(3) 部門別の課題 

部門別では、フレグランス部門については、引き続き海外における市場調査及び嗜好性調査の結果を踏まえて

現地消費者に好まれる香り創りを行い、更なるグローバル化につながる成果をあげるよう努めてまいります。ま

た、中・長期的な取り組みとして、機能性のある香料や新たな香料素材の開発に努めてまいります。 

食品部門については、引き続き健康指向に根差した低糖・低塩・低脂肪の食品に美味しさをもたらす香料、安

定性・持続性に優れた香料及び機能性のある香料の開発と拡販、並びにフルーツ加工品の加工技術の向上と新素

材の開発に努めてまいります。また、中・長期的な取り組みとして、顧客ニーズにマッチする新製品の開発など

により新規顧客の開拓に努めてまいります。 

４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者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、下記事項の記載において将来に関する事項は、有価証券報告書提出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。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 



６【研究開発活動】 

当社グループの研究開発体制は、香料素材の開発や分析といった基礎研究を行う技術研究所と、製品化のための

調香研究と顧客商品への応用研究を行うフレグランス研究所、フレーバー研究所の３研究所が連携体制をとり、同

時に子会社の研究所とも密接に連携することで、当社グループ全体で顧客先のニーズに即応できるようになってお

ります。また、当社グループは、研究開発活動においても、「香料の安全性」と「環境保全」に対しては十分な配

慮を払い、コンプライアンス（法令順守）を意識することを徹底しております。 

 

(1) フレグランス部門 

 近年、国内の香粧品香料市場は成熟期に入り国内外の香料メーカー間の競争は厳しさを増しており、中国など海

外の成長市場においても顧客獲得の競争が激化しております。 

 このような状況下において、安全、品質、環境問題を最優先しつつ調香技術の向上、消費者の嗜好変化への即

応、当社によるマーケティング結果や独自の香気成分捕集方法（アクアスペース）ほか応用面での積極的な技術提

案を含めた顧客先へのプレゼンテーション、顧客先と一体になった研究開発、コスト低減に係る研究などの取り組

みにより、数多くの製品が国内外の顧客先より採用されるという成果をあげました。 

 また、子会社の長谷川香料（上海）有限公司に対して、現地の市場調査を踏まえた技術支援を行い、顧客先を着

実に増やす成果をあげております。 

 さらに、新しい関連素材や機能性素材の研究開発が実現されております。 

 

(2) 食品（フレーバー）部門 

 フレーバー市場では国内外の香料メーカー間の競争が一段と激しくなっております。また、顧客先商品のライフ

サイクルも短くなっております。 

 こうした状況下において、生活様式の多様化や嗜好の変化を的確に捉えるとともに、顧客先のニーズに即応すべ

く、顧客先と一体となった研究開発を行ってきました。また、より天然に近い香りのフレーバー、あるいは各種抽

出技術を駆使した新しい香料素材や抗酸化素材などの機能性素材を組み合わせたフレーバーを研究開発し、これら

について顧客先へ積極的なプレゼンテーションを行い、顧客先のニーズに応えてきました。さらに、フレーバーの

新用途に関する研究開発を行ってきました。その結果、国内外の顧客先の主要な新製品に当社製品が採用されると

いう成果をあげました。 

 また、グローバル化を目指すなかで、各国のユニークな嗜好性に応えるフレーバーの開発とその顧客先商品への

応用研究を行うとともに、北米では子会社T.HASEGAWA U.S.A.,INC.に対する、アジア地域では子会社の長谷川香料

（上海）有限公司ならびに各国代理店に対する技術支援の強化を図り、顧客先への製品採用を着実に増やす成果を

あげております。 

 T.HASEGAWA U.S.A.,INC.の研究部門においては、顧客先商品への応用研究を拡充し、新規顧客先の獲得に成果を

あげております。長谷川（上海）有限公司では、現在、顧客先のニーズに応えるため、調香研究部門ならびに応用

試作部門の整備・拡充を進めております。 

 

(3) 基礎研究部門（フレグランス部門・食品部門共通） 

①合成香料の研究 

 当社のフレグランス製品及びフレーバー製品の香調を特徴づける合成香料の開発ならびに既存製品の製造工程の

合理化を目的とした製法改良を引き続き行いました。また、引き続き香料合成技術を応用した機能性化粧品原料、

生物活性有用物質、医薬品中間体等の各種ファインケミカル製品の製法開発も行いました。 

②天然物に関する研究 

 天然物の香気分析について、種々の香気捕集方法及び最新の分析機器を駆使し、分析方法の改良開発をしなが

ら、微量香気成分の分析技術の向上を図ることで、多くの有用な天然物の香気組成を明らかにしました。また、天

然の香味をより生かした技術的方法による香料素材の開発とその実用化を行いました。さらに、天然由来の機能性

素材として天然色素や抗酸化性物質やその他機能性食品素材の探索開発ならびにフレーバー研究所と連携して、フ

ルーツ加工技術の開発及びフルーツ加工に適合したフレーバーの開発を引き続き行いました。 

③生物化学の研究 

 新規な酵素の探索開発を含む微生物や酵素の基礎的研究ならびにその利用による香味強化物質及び光学活性香料

物質の開発を引き続き行いました。 

④その他香料開発に関する研究 

 用途に適した乳化、粉末化等の形状化技術による香料製品の製法開発、ならびに製造工程の合理化を目的とした

食品香料素材の製法改良を引き続き行いました。また、市場のニーズに即した安全性の高い、新しい食品素材の開

発も行いました。 

 当連結会計年度における研究開発費は30億16百万円となっております。 



 また、当社グループの研究員の数は、平成17年9月30日現在、234名であります。  

７【財政状態及び経営成績の分析】 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、原則として連結財務諸表に基づいて分析した

内容であります。 

文中における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）財政状態 

①流動資産 

売上減少を反映して、売上債権が前連結会計年度に比べ22億29百万円減少し、また棚卸資産も前連結会計年

度に比べ3億90百万円減少しました。これらを主因に、流動資産は前連結会計年度に比べ17億27百万円減少

し、414億27百万円となりました。 

②固定資産 

有形固定資産は、板倉工場における製造設備増強のための設備投資、深谷事業所の品質管理センター棟完成

を主因に、前連結会計年度に比べ13億66百万円増加し235億44百万円となりました。 

投資その他の資産は、株式時価の値上がりを主因に前連結会計年度に比べ9億70百万円増加し101億49百万円

となりました。 

③流動負債 

売上減少に伴う仕入の減少を反映して仕入債務が前連結会計年度に比べ18億88百万円減少したこと、設備支

払手形が前連結会計年度に比べ8億77百万円減少したことを主因に、流動負債は前連結会計年度に比べ31億28

百万円減少し124億65百万円となりました。 

④固定負債 

新株予約権の行使に伴い新株予約権付社債が前連結会計年度に比べ14億10百万円減少したことを主因に、固

定負債は前連結会計年度に比べ11億17百万円減少し、114億78百万円となりました。 

⑤資本の部 

新株予約権の行使に伴う資本金及び資本剰余金の増加、利益剰余金、その他有価証券評価差額金の増加を主

因に、資本合計は前連結会年度に比べ50億92百万円増加し、515億72百万円となりました。 

  

（2）経営成績 

①売上高 

売上高は前連結会計年度に比べ26億28百万円減少し、477億52百万円となりました。詳細は「第２ 事業の

状況  1 業績等の概要 (1) 業績」をご参照ください。 

②売上原価、販売費及び一般管理費、及び営業利益 

売上原価は308億76百万円、売上原価率は64.7％となり、前連結会計年度比1.6ポイント改善しました。これ

は、売上構成の変化と製造工程における製法改良が進んだことが主因であります。販売費及び一般管理費は、

技術研究所の新研究棟の建設等による減価償却費の増加や法人事業税の付加価値割及び資本割の81百万円の計

上はありましたが、人件費及び販売手数料の減少、経費削減努力などにより前連結会計年度に比べ35百万円減

少し100億30百万円となりました。 

これらの結果、営業利益は前連結会計年度に比べ88百万円(1.3%)減少し、68億45百万円となりました。 

③営業外損益及び経常利益 

営業外収益は、受取配当金収入97百万円、及びフルーツ加工品の製造委託先からの貸与設備賃貸料収入90百

万円を計上するなどしましたが、前連結会計年度と比べ1億44百万円減少し3億11百万円となりました。 

前連結会計年度に4億63百万円あった棚卸資産廃棄損が2億73百万円に減少し、また前連結会計年度にあった

寄付金1億65百万円がなくなるなど、営業外費用は前連結会計年度に比べ4億30百万円減少し、5億39百万円と

なりました。 

これらの結果、経常利益は前連結会計年度に比べ1億97百万円（3.1％）増加し、66億18百万円となりまし

た。 

④特別損益 

特別利益は、貸倒引当金戻入益と固定資産売却益を計上し2百万となりました。 

特別損失は、固定資産廃棄損を1億78百万円計上するなど、1億86百万円となりました。 

⑤税金費用及び当期純利益 

税金等調整前当期純利益は、64億34百万円と前連結会計年度に比べ2億14百万円増加しましたが、法人税率

が相対的に低い中国子会社での利益が増加したこと、法人事業税の付加価値割及び資本割を販売費及び一般管

理費として計上したことなどにより、税金費用は前連結会計年度に比べ45百万円減少し25億51百万円となりま



した。 

これらの結果、当期純利益は前連結会計年度に比べ2億60百万円（7.2％）増加し、38億82百万円となりまし

た。 

  

（3）今後の戦略 

厳しい経営環境のなかで当社グループは、国内マーケットのシェア拡大に注力しつつ、同時に少子高齢化に

伴う国内市場の縮小という将来のリスクを見据え、国内市場に余力のある間に、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さらに推し進め、海外市場で一層のシェア拡大を目指します。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社グループは、技術力の更なる向上、顧客先への即応、生産の効率化、ならびにグローバルな事業展開に重点を

置き、設備投資を行っております。 

当連結会計年度においては、総額40億85百万円の投資を行いました。 

その主な内容としては、1.需要の増加への対応として、当社の板倉工場の食品部門生産設備に22億０百万円、2.製

品の安全性確保対策として、当社の深谷事業所の品質管理センター棟建築に2億43百万円、3.業務改善・合理化を目

的として、当社の新基幹業務システム（無形固定資産）に2億28百万円、4.環境保全を目的として、当社の技術研究

所及び板倉工場の排水処理設備に1億94百万円を投資しております。 

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

 なお、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、当事業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の表示はしておりません。 

(1)提出会社 

 （注）１．金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。 

なお、金額には消費税等を含めておりません。 

２．上記中帳簿価額土地の[  ]内は、賃借している土地の面積で内書きにて表示しております。 

３．板倉工場の土地のうち37,039.37㎡は、長谷川ファインフーズ（株）へ貸与しております。 

４．提出会社の貸与資産は、生産委託会社（長谷川ファインフーズ（株）他２社）に対するものであります。 

５．従業員数の[ ]内は臨時従業員数の人数を外書きにて表示しております。 

  （平成17年９月30日現在）

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

工具器具備
品 

土地 
(面積 ㎡) 

合計 

深谷事業所 

(埼玉県深谷市) 

フレグランス及び食品部

門の香料製造 
2,763 1,659 297 

259 

(68,982.80)
4,979 

275 

[154]

板倉工場 

(群馬県邑楽郡板倉町) 
食品部門の香料製造 2,625 2,658 82 

4,908 

(171,316.48)
10,273 

94 

[67]

本社 

(東京都中央区) 

会社統括業務 

販売業務 

応用研究 

276 24 59 

125 

(447.91)

[237.11]

486 
205 

[13]

技術研究所 

(川崎市中原区) 
基礎研究 1,071 175 193 

49 

(7,725.04)
1,490 

124 

[2]

貸与資産 
フルーツ加工品の委託製

造 
696 655 39 － 1,391 －



 (2)在外子会社 

（注）１．金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。 

なお、金額には消費税等を含めておりません。 

２．長谷川香料（上海）有限公司の土地欄〔 〕内の外数は、土地使用権に係わる面積を示しております。 

３．従業員数の[ ]内は臨時従業員数の人数を外書きにて表示しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループの設備投資については、需要傾向、販売予測、投資効率等を総合的に勘案して提出会社が主体と 

なって策定しております。 

 なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修の計画は次のとおりであります。 

（注）1.金額には消費税等を含めておりません。 

      2.前連結会計年度末において計画しておりました当社全体における新基幹業務システムについて、開発領域 

    拡大によるカスタマイズ費用の増大に伴い投資予定総額を878百万円から1,300百万円に変更いたしました。 

  （平成17年９月30日現在）

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

工具器具備
品 

土地 
(面積 ㎡) 

合計 

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

(米国カリフォルニア州) 

食品部門の香料製

造 
542 15 21 

147 

(15,630.00) 
727 

51 

[5]

長谷川香料（上海）有限公司(中

華人民共和国上海市) 

フレグランス及び

食品部門の香料製

造 

695 216 41 
－ 

〔21,137.00〕 
954 106 

会社名 
事業所名 

所在地 必要性 設備の内容 
投資予定
総額 
(百万円) 

既支払額 
(百万円) 

資金調達
方法 

着手予定 完了予定 
完成後の 
増加能力 

  

当社 

深谷事業所  

  

  

埼玉県 

深谷市 

  

設備の更新 

フレグラン

ス・食品両

部門の香料

製造 

474 － 自己資金 
 着手済み 

  

 平成 

18.9 

老朽化設備の

更新であり、

生産能力の増

加はありませ

ん。  

設備の更新 
冷蔵・冷凍

倉庫 
140 40 自己資金 

 着手済み 

  

 平成 

18.3 
－  

当社 

 板倉工場 

群馬県  

邑楽郡  

板倉町  

設備の更新 
食品部門の

香料製造 
265 －  自己資金 

 着手済み 

  

 平成 

 18.9 

老朽化設備の

更新であり、

生産能力の増

加はありませ

ん。  

生産の増強 
食品部門の

香料製造 
4,300 1,579  自己資金 

 着手済み 

  

 平成 

18.6 

香料製造装置 

1,500トン/年 

の増加 

環境保全対

策 

排水処理設

備 
155 135  自己資金  

 着手済み 

  

 平成 

17.11 

  

 －   

当社 

全体 

東京都 

中央区他  

業務改善・

合理化 

新基幹業務

システム 

1,300 

   (注2）
228  自己資金  

 着手済み 

  

 平成 

 18.10 
－  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

(注)1．「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

    2. 平成17年12月21日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日より

    105,712,000株増加し、160,000,000株となっております。 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には平成17年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権付社債の 

   権利行使により発行された株式数は含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 54,288,000 

計 54,288,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月21日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 41,266,871 41,266,871 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計 41,266,871 41,266,871 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

平成15年９月２日取締役会決議 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．平成12年11月28日及び平成13年２月26日開催の取締役会決議により、平成13年３月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載された株主に対して、平成13年５月18日付にて１株につき２株の割合をもって株式分割を行

いました。 

２．新株予約権の行使による増加であります。 

 
事業年度末現在 

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 4,590 4,590 

新株予約権の数（個） 4,590 4,590 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,961,290 2,961,290 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 転換価額 1,550 転換価額 1,550 

新株予約権の行使期間 

平成15年10月９日から平
成20年９月16日の銀行営
業終了時（チューリッヒ
時間）まで。但し、当社
の選択により本社債が繰
上償還される場合には、
当該償還日の８営業日前
の日または平成20年９月
16日のいずれか早い方の
日の銀行営業終了時（チ
ューリッヒ時間）までと
し、また当社が本社債に
つき期限の利益を喪失し
た場合には、期限の利益
の喪失日までとする。上
記いずれの場合も、平成
20年９月16日より後に本
新株予約権を行使するこ
とはできないものとす
る。 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,550 
資本組入額 775 

発行価格 1,550 
資本組入額 775 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行
使はできないものとす
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし 同左 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
   (株) 

発行済株式
総数残高  

(株) 

資本金 
増減額 
（百万円） 

資本金残高 

（百万円） 

資本準備金
増減額 
(百万円) 

資本準備金残
高 
（百万円） 

 平成13年５月18日(注)1 20,178,600 40,357,200 － 3,542 － 4,732 

 平成16年10月１日～ 

 平成17年９月30日(注)2  
909,671 41,266,871 705 4,247 705 5,437 



(4）【所有者別状況】 

（注）1. 自己株式8,744株は「個人その他」に87単元及び「単元未満株式の状況」に44株を含め記載しております。 

2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。 

(5）【大株主の状況】 

（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱7,574百株、日本

マスタートラスト信託銀行㈱6,386百株、三菱信託銀行㈱3,379百株であります。 

２．アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシーから、平成17年３月４日付で

提出された大量保有報告書等の写しにより同日現在で50,373百株を保有している旨の報告を受けております

が、当社としては事業年度末現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。 

 なお、アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシーの大量保有報告書等

の内容は以下の通りであります。 

 大量保有者  ： アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシー 

 住所     ： アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ  

                1345 

       保有株券等の数： 株式5,037,300株 

      株券等保有割合： 12.48％ 

  平成17年９月30日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 49 18 49 42 － 3,081 3,239 － 

所有株式数

（単元） 
－ 40,595 1,359 244,869 57,589 － 67,671 412,083 58,571 

所有株式数の

割合（％） 
－ 9.85 0.33 59.42 13.98 － 16.42 100 － 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（百株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱長谷川藤太郎商店 東京都中央区日本橋本町4-4-14 175,746 42.58 

三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 大阪府豊中市三和町1-1-11 40,862 9.90 

ザ バンク オブ ニューヨーク
トリーティー ジャスデック 
アカウント 
（常任代理人㈱東京三菱銀行カス
トディ業務部） 

グローバルカストディ，32ND フロ
アー ワン ウオールストリート，
ニューヨーク，NY10286，米国 
（東京都千代田区丸の内2-7-1） 

39,719 9.62 

財団法人長谷川留学生奨学財団 東京都中央区日本橋本町4-4-14 20,000 4.84 

長谷川香料従業員持株会 東京都中央区日本橋本町4-4-14 16,236 3.93 

日本トラスティ・サービス信託銀
行㈱ 

東京都中央区晴海1-8-11 7,574 1.84 

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 東京都港区浜松町2-11-3 6,386 1.54 

ロイヤル トラスト コープ  
オブ カナダ クライアント 
アカウント 
（常任代理人スタンダードチャー 
タード銀行） 

71 クイーンヴィクトリアストリー
ト,ロンドン, EC4V 4DE, 英国  
（東京都千代田区永田町2-11-1山王
パークタワー21階） 

4,430 1.07 

三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 3,379 0.81 

ナテクシス ブライシュローダー 
インク スペシャル アカウント 
（常任代理人㈱東京三菱銀行カス
トディ業務部） 

45 ブロードウェイ, ニューヨー
ク, NY10006, 米国  
（東京都千代田区丸の内2-7-1）  

3,000 0.72 

計 － 317,333 76.90 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

(注)「完全議決権株式（自己株式等）」の欄はすべて当社保有の自己株式であります。また、「完全議決権株式  

        （その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。なお、「議決権の数」欄 

            には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれておりません。 

②【自己株式等】 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    8,700 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,199,600 411,986 － 

単元未満株式 普通株式   58,571 － － 

発行済株式総数 41,266,871 － － 

総株主の議決権 － 411,986 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

長谷川香料㈱ 
東京都中央区 

日本橋本町4-4-14 
8,700 － 8,700 0.02 

計 － 8,700 － 8,700 0.02 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

 なお、「当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けること

ができる。」旨を定款に定めております。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

     該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 



３【配当政策】 

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。 

上記の方針に基づき、当期の株主配当金につきましては、1株につき25円といたしました。 

 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。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、平成12年10月１日から平成13年２月28日までは東京証券取引所市場第二部、平成13年３

月１日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

２．○印は、平成13年３月31日現在の株主に対して、株式分割を実施しておりますので、株式分割による権利 

落後の最高・最低株価を示しております。 

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

最高（円） 
2,000 

○1,570 
1,635 1,551 1,800 2,180 

最低（円） 
1,400 

○920 
1,250 1,308 1,225 1,470 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,980 1,827 1,778 1,769 1,750 1,887 

最低（円） 1,700 1,680 1,677 1,689 1,589 1,727 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（百株） 

代表 

取締役 

会長 

－ 林 良四郎 大正10年２月14日生 

昭和20年11月 長谷川藤太郎商店入社 

昭和36年12月 当社常務取締役 

昭和43年８月 当社専務取締役 

昭和49年11月 当社代表取締役専務 

昭和56年12月 当社代表取締役副社長 

平成10年12月 当社代表取締役副会長 

平成13年７月 当社代表取締役会長（現任） 

2,697 

代表 

取締役 

社長 

－ 長谷川 徳二郎 昭和13年12月５日生 

昭和38年４月 当社入社 

昭和53年５月 当社社長室長 

昭和53年11月 当社取締役社長室長 

昭和55年12月 当社常務取締役 

平成10年12月 当社代表取締役社長 

平成13年７月 T.HASEGAWA U.S.A.,INC. 代表取締役会長 

（現任） 

平成13年７月 長谷川ファインフーズ株式会社代表取締役社長

（現任） 

平成13年10月 当社代表取締役社長兼社長執行役員フレグランス

事業部門管掌（現任） 

579 

代表 

取締役 

副社長 

－ 石川 雅司 昭和12年１月28日生 

昭和34年４月 株式会社長谷川藤太郎商店入社 

昭和37年１月 当社へ転籍入社 

昭和52年３月 当社研究第二部長 

昭和58年12月 当社取締役研究第二部長 

平成５年12月 当社常務取締役フレーバー研究所長 

平成７年10月 当社常務取締役フレーバー事業本部長 

平成10年12月 当社専務取締役フレーバー事業本部長 

平成12年１月 長谷川香料（上海）有限公司董事長 

平成13年10月 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員研究部門

管掌（現任） 

567 

取締役 － 長谷川 博一 昭和29年７月１日生 

昭和54年４月 当社入社 

昭和60年12月 当社取締役 

平成５年７月 当社取締役経営企画室長 

平成６年12月 当社取締役深谷事業所長 

平成８年10月 当社取締役社長補佐 

平成８年12月 当社常務取締役 

平成13年10月 当社取締役兼専務執行役員生産部門管掌（現任） 

1,411 

取締役 － 福島 稔 昭和15年４月21日生 

昭和39年４月 株式会社三井銀行入行 

平成５年６月 株式会社さくら銀行常勤監査役 

平成７年６月 当社入社常任顧問 

平成８年10月 当社経営企画室長 

平成８年12月 当社常務取締役経営企画室長 

平成13年10月 当社取締役兼専務執行役員事務管理部門管掌 

（現任） 

140 

 



 （注）１．監査役小川信明、加瀬兼司及び小栗昭一郎は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第

１項に定める社外監査役であります。 

２．当社では、コーポレートガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図る

ために、執行役員制度を導入しております。執行役員22名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以

下の17名です。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（百株） 

取締役 － 近藤 隆彦 昭和16年４月９日生 

昭和41年４月 当社入社 

平成７年10月 当社理事フレーバー事業本部フレーバー営業部統

括部長 

平成８年12月 当社取締役フレーバー事業本部フレーバー営業部

統括部長 

平成10年12月 当社常務取締役フレーバー事業本部副本部長 

平成13年10月 当社取締役兼専務執行役員フレーバー営業部門管

掌（現任） 

185 

常勤 

監査役 
－ 加藤 孝雄 昭和14年２月25日生 

昭和37年４月 株式会社三井銀行入行 

昭和63年４月 当社入社 

平成２年12月 当社経理部長 

平成４年12月 当社理事経理部長 

平成６年12月 当社取締役経理部長 

平成10年12月 当社常務取締役財務部長 

平成13年10月 当社専務執行役員財務部長 

平成15年12月 当社常勤監査役（現任） 

138 

監査役 － 小川 信明 昭和14年３月13日生 

昭和43年４月 弁護士登録 

平成４年４月 東京弁護士会副会長 

平成８年４月 日本弁護士連合会事務総長 

平成９年11月 日本長期信用銀行（国有化）常勤監査役 

平成11年３月 新生銀行社外取締役（現任） 

平成15年12月 当社監査役（現任） 

－ 

監査役 － 加瀬 兼司 昭和９年２月３日生 

昭和44年10月 等松・青木監査法人（現監査法人トーマツ）勤務 

昭和57年５月 同法人代表社員に就任 

平成11年６月 同法人退職 

平成11年７月 加瀬公認会計士事務所開設（現任） 

平成15年12月 当社監査役（現任） 

12 

 監査役 －  小栗 昭一郎  昭和18年7月29日生 

昭和41年４月 日本火災海上保険株式会社入社 

平成11年６月 同社取締役常務執行役員 

平成12年６月 同社取締役専務執行役員 

平成13年４月 日本興亜損害保険株式会社取締役専務執行役員 

平成14年３月 日本ヒルトン株式会社専務取締役 

平成14年12月 日本ヒルトン株式会社代表取締役社長 

平成16年９月 財団法人アリオン音楽財団常務理事（現任） 

平成17年12月 当社監査役（現任） 

－ 

 計 5,733 

  氏名 役職等 

専務執行役員 伊東 昭 長谷川香料（上海）有限公司董事長 

常務執行役員 高木 恵一 技術研究所担当 

常務執行役員 岡田 功 フレグランス研究所、フレグランス営業部担当 

常務執行役員 細川 誠 長谷川香料（上海）有限公司総経理 

常務執行役員 谷本 達夫 商品関連部担当、フレーバー営業部統括部長 

常務執行役員 南木 昂 品質保証部担当、品質保証部統括部長 

執行役員 森川 亮一郎 人事部、労務部担当 

執行役員 長谷川 博 フレーバー研究所担当、フレーバー研究所長 

執行役員 藤田 明 技術研究所長 

執行役員 鏑木 仁 フレーバー営業部副統括部長 

執行役員 登 敏夫 フレーバー営業部副統括部長 

執行役員 鈴木 謙一 経営企画部、総務部、秘書室担当、総務部長 

執行役員 河村 吉之 財務部、経理部担当、経理部長 

執行役員 保木 務 大阪支店長、名古屋営業所長 

執行役員 武井 勝雄 深谷事業所担当、深谷事業所長 

執行役員 木村 孝  フレグランス研究所長 

執行役員 田村 至 長谷川香料（上海）有限公司副総経理 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

 当社は、上場会社として、コーポレート・ガバナンスにおける下記の５つの基本原則を尊重し、経営チェック機能の充

実とコンプライアンス（法令順守）の徹底を図りながら、的確で迅速な経営判断と適時・適切な職務執行により企業価値

の持続的成長とその最大化を図ります。 

① 株主の権利の保護 

② 株主の平等性の確保 

③ ステークホルダー（株主以外の利害関係者）との円滑な関係の構築 

④ 適時適切なディスクロージャー（情報開示）と透明性の保証 

⑤ 取締役会・監査役会の経営監督の充実と株主に対するアカウンタビリティー（説明責任）の確保 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況 

 当社の取締役会は、取締役６名で構成され、原則として定例取締役会を月１回開催し、緊急を要する場合は、臨時取締

役会を適時開催する体制となっております。また、経営のスピード化を図るために日常の業務執行に関する事項を討議・

決定する「経営会議」を毎週開催し、その決定に従って、執行役員が業務を執行する体制を整えております。 

 また、当社は、監査役制度を採用しており、現在、監査役４名のうち３名を社外監査役としております。監査役は、取

締役会などの重要な会議には出席し、更に常勤監査役は「経営会議」他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に

報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。なお、監査役、内

部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。 

 内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の監査室（人員２名）が社内各部署に対して、適正な業務が行われてい

るかどうかの監査を監査計画に従って実施し、その結果を社長に報告する体制となっております。また、当社は、「食の

安全性」に関わるメーカーとして、品質保証部も社長直轄とし、品質保証体制の充実を特に心がけております。 

  リスク管理体制につきましては、社内諸規定を整備するとともに関連部署を中心としてリスクの分析・管理、対応策の

検討を行っておりますが、全社的な対応が必要なものにつきましては、コンプライアンス委員会、環境安全委員会、安全

衛生委員会等の関連部署の横断的な組織を設置、定期的な活動を実施しております。 

②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要 

 当社は、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役小川信明がパートナーである小川・友野法律事務所と顧

問契約を締結している他、社外監査役との間に取引関係等の利害関係はありません。 

③会計監査の状況 

 当社の商法に基づく会計監査及び証券取引法に基づく会計監査は監査法人トーマツが行っております。同監査法人及び

当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。 



 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、川村博、弥永めぐみ、であり、当社の監査業務に係る補助者は、公認会

計士３名、会計士補３名であります。 

④会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

 コンプライアンス委員会、環境安全委員会、安全衛生委員会等の各々の目的に沿った活動を実施いたしました。また、

平成17年４月１日より全面施行された「個人情報の保護に関する法律」に対応し、プライバシー・ポリシー（個人情報保

護方針）を制定し、「個人情報保護管理規定」を新設し、実施いたしました。 

（役員報酬の内容） 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりであります。 

取締役に支払った報酬                          195百万円 

監査役に支払った報酬                             29百万円 

  

（監査報酬の内容） 

当事業年度における当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬は次のとおりであります。 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   21百万円 

上記以外の報酬                                     1百万円 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前連結会計年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただ

し書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書

きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30

日）及び前事業年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日）並びに当連結会計年度（自平成16年10月１日 

至平成17年９月30日）及び当事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日）の連結財務諸表及び財務諸表

について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ．流動資産        

１．現金及び預金   9,559   9,652  

２．受取手形及び売掛金   18,812   16,583  

３．有価証券   2,999   3,901  

４．棚卸資産   10,762   10,372  

５．繰延税金資産   844   674  

６．その他   189   255  

７．貸倒引当金   △14   △11  

流動資産合計   43,154 57.8  41,427 54.9 

Ⅱ．固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物及び構築物  19,151   20,242   

減価償却累計額  10,039 9,112  10,719 9,523  

２．機械装置及び運搬具  26,737   27,634   

減価償却累計額  21,175 5,562  22,222 5,411  

３．工具器具備品  3,283   3,490   

減価償却累計額  2,543 740  2,683 807  

４．土地   6,013   6,016  

５．建設仮勘定   749   1,785  

有形固定資産合計   22,177 29.7  23,544 31.2 

(2）無形固定資産   158 0.2  394 0.5 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１  7,987   9,156  

２．保険積立金   148   179  

３．繰延税金資産   461   201  

４．その他 ※１  614   645  

５．貸倒引当金   △33   △33  

投資その他の資産合計   9,179 12.3  10,149 13.4 

固定資産合計   31,515 42.2  34,088 45.1 

資産合計   74,670 100.0  75,515 100.0 

        

 



  
前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ．流動負債        

１．支払手形及び買掛金   8,699   6,810  

２．未払法人税等   1,455   1,218  

３．賞与引当金   920   937  

４．その他   4,518   3,497  

流動負債合計   15,593 20.9  12,465 16.5 

Ⅱ．固定負債        

１．新株予約権付社債   6,000   4,590  

２．退職給付引当金   5,172   5,413  

３．役員退職慰労引当金   1,406   1,454  

４．その他   17   20  

固定負債合計   12,596 16.9  11,478 15.2 

負債合計   28,190 37.8  23,943 31.7 

        

（資本の部）        

Ⅰ．資本金 ※３  3,542 4.7  4,247 5.6 

Ⅱ．資本剰余金   4,732 6.3  5,437 7.2 

Ⅲ．利益剰余金   35,881 48.1  38,712 51.3 

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金 

  2,829 3.8  3,550 4.7 

Ⅴ．為替換算調整勘定   △496 △0.7  △362 △0.5 

Ⅵ．自己株式 ※４  △9 △0.0  △13 △0.0 

資本合計   46,480 62.2  51,572 68.3 

負債・資本合計   74,670 100.0  75,515 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ．売上高   50,381 100.0  47,752 100.0 

Ⅱ．売上原価 ※１  33,381 66.3  30,876 64.7 

売上総利益   17,000 33.7  16,876 35.3 

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※２       

１．販売手数料  379   296   

２．荷造運送費  1,005   1,033   

３．給料手当  4,157   4,133   

４．賞与引当金繰入額  557   572   

５．退職給付費用  442   365   

６．役員退職慰労引当金繰
入額 

 78   64   

７．福利厚生費  788   788   

８．賃借料  412   375   

９．減価償却費  263   383   

10．貸倒引当金繰入額  1   －   

11．その他  1,977 10,065 20.0 2,016 10,030 21.0 

営業利益   6,934 13.7  6,845 14.3 

Ⅳ．営業外収益        

１．受取利息  18   20   

２．受取配当金  83   97   

３．設備賃貸料  206   90   

４．為替差益  －   35   

５．その他  147 455 0.9 68 311 0.7 

Ⅴ．営業外費用        

１．支払利息  5   6   

２．投資有価証券評価損  0   19   

３．棚卸資産廃棄損  463   273   

４．貸与資産減価償却費  94   72   

５．貸与資産修繕費  78   123   

６．寄付金  165   －   

７．その他  161 969 1.9 42 539 1.1 

経常利益   6,420 12.7  6,618 13.9 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅵ．特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  8   1   

２．固定資産売却益 ※３ 0 9 0.0 0 2 0.0 

Ⅶ．特別損失        

１．固定資産廃棄損 ※４ 199   178   

２. 貸倒引当金繰入額  －   2   

３. 関係会社整理損  5   －   

４．ゴルフ会員権売却損  4 210 0.4 5 186 0.4 

税金等調整前当期純利
益 

  6,219 12.3  6,434 13.5 

法人税、住民税及び事
業税 

 2,871   2,610   

法人税等調整額  △274 2,597 5.1 △59 2,551 5.4 

当期純利益   3,622 7.2  3,882 8.1 

        



③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（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） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,732  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 0 0 705 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   4,732  5,437 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   33,109  35,881 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  3,622 3,622 3,882 3,882 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  807  1,008  

２．役員賞与  43 850 42 1,051 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   35,881  38,712 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（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） 金額（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 

 6,219 6,434 

減価償却費  2,306 2,395 

退職給付引当金の増加
額 

 148 240 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 6 47 

賞与引当金の増加額  0 17 

貸倒引当金の減少額  △30 △2 

受取利息及び受取配当
金 

 △101 △117 

支払利息  5 6 

為替差損益  0 △0 

有形固定資産売却益  △0 △0 

有形固定資産廃棄損  199 109 

投資有価証券評価損  0 19 

関係会社整理損  5 - 

売上債権の増減額 
（△増加額） 

 △2,370 2,269 

棚卸資産の減少額  812 428 

仕入債務の増減額 
（△減少額） 

 1,131 △1,909 

未払費用の増加額  135 0 

未払消費税等の増減額
（△減少額） 

 85 △78 

役員賞与の支払額  △43 △42 

その他  146 △116 

小計  8,657 9,702 

利息及び配当金の受取
額 

 121 123 

利息の支払額  △5 △6 

法人税等の支払額  △3,067 △2,848 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 5,706 6,970 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（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） 金額（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 

定期預金の払出による
収入 

 - 20 

有価証券の取得による
支出 

 △3,018 △2,504 

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 

 △1,713 △482 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 41 0 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △3,647 △4,897 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 6 2 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △1 △107 

貸付金の回収による収
入 

 0 0 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △5,832 △5,489 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

配当金の支払額  △806 △1,008 

その他  △2 △4 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △808 △1,013 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 1 24 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 △933 492 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 12,983 12,049 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 12,049 12,541 

    



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15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．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 ３社 

連結子会社の名称 

同左 

 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） 

非連結子会社の総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金等は、いずれも小規

模であり連結財務諸表に重要な影響を与

えておりませんので、連結の範囲から除

外しております。 

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。 

同左 

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 

同左 

 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 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 ③ 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。 

③ 退職給付引当金 

同左 

  

  

 ④ 役員退職慰労引当金 

当社は役員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。 

④ 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。 

同左 

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 



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15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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。 



表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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。 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成17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） 
22 

２．受取手形割引高     311百万円 ２．受取手形割引高        134百万円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式40,357,200株

であります。 

※３．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．連結会社が保有する自己株式の数は、 

普通株式 6,371株であります。 

※４．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。 



（連結損益計算書関係） 

（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15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．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、115百万円であります。 

  

※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、147百万円であります。 

  

※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 

     2,882百万円

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

※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

   

   

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

※４．固定資産廃棄損の内訳 ※４．固定資産廃棄損の内訳 

建物及び構築物    49百万円

機械装置及び運搬具 140 

工具器具備品 10 

計   199百万円

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

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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 

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 

（平成16年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） 

現金及び預金勘定     9,559百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金   △10百万円

有価証券     2,499百万円

現金及び現金同等物   12,049百万円

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

 ────────────── 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



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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 551 253 298 

無形固定資産 3 3 0 

合計 555 257 298 

 
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 

（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   95百万円

１年超 203 

合計    298百万円

１年内     122百万円

１年超 282 

合計      405百万円

（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   101百万円

減価償却費相当額   101百万円

支払リース料      115百万円

減価償却費相当額      115百万円

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 54 

合計   76百万円

１年内     22百万円

１年超 34 

合計     57百万円



（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

（注）当連結会計年度において、投資有価証券について19百万円減損処理しております。 

なお、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。 

 種類 

前連結会計年度（平成16年９月30日） 当連結会計年度（平成17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 1,565 6,320 4,754 2,027 7,994 5,966 

債券       

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 1,565 6,320 4,754 2,027 7,994 5,966 

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 0 0 

債券       

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 0 0 ― 0 0 0 

合計 1,566 6,320 4,754 2,028 7,995 5,966 

種類 
前連結会計年度（平成16年９月30日） 当連結会計年度（平成17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 1,409 1,906 

 コマーシャルペーパー 2,999 2,899 

(2)その他有価証券   

非上場株式 

  

256 256 



３ 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16年９月30日） 

当連結会計年度（平成17年９月30日） 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成15年10月１日 至平成16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。 

 
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 2,999 1,409 ― ― 

合計 2,999 1,409 ― ― 

 
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 ― ― 



（退職給付関係） 

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 

(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4,905百万円（前連結会計年度4,249百万円）でありま

す。 

３ 退職給付費用の内訳 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

項         目 
前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

(1)退職給付債務(百万円) △7,200 △7,332 

(2)年金資産(百万円) 1,358 1,476 

(3)未積立退職給付債務 (1)＋(2) (百万円) △5,842 △5,855 

(4)未認識数理計算上の差異(百万円) 669 441 

(5)退職給付引当金 (3)＋(4) (百万円) △5,172 △5,413 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

退職給付費用（百万円） 716 640 

(1)勤務費用（百万円） 439 420 

(2)利息費用（百万円） 140 139 

(3)期待運用収益（減算）（百万円） － － 

(4)数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 91 80 

(5)臨時に支払った割増退職金（百万円） 45 － 

 
前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

(1)割引率（％） 2.0 2.0 

(2)期待運用収益率（％） 0.0 0.0 

(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 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．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  

退職給付引当金繰入額否認     1,877百万円

役員退職慰労引当金繰入額否認 569 

賞与引当金繰入額否認 372 

未払事業税否認 136 

未払販売手数料否認 70 

棚卸資産未実現利益 64 

試験研究費棚卸負担分 62 

棚卸資産廃棄損否認 57 

その他 262 

繰延税金資産小計 3,475 

評価性引当額 △6 

繰延税金資産合計 3,468 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,925 

圧縮記帳積立金認定損 △236 

繰延税金負債合計 △2,162 

繰延税金資産の純額     1,306百万円

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

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。 



（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15年10月１日 至平成16年９月30日）及び当連結会計年度（自平成16年10月１日 至

平成17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。 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日）及び当連結会計年度（自平成16年10月１日 至

平成17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。 

【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15年10月１日 至平成16年９月30日） 

（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16年10月１日 至平成17年９月30日） 

（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。 

   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（％） 

5,600 50,381 11.1

   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 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日） 

 (1）役員及び個人主要株主等 

 （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。 

固定資産の購入については、不動産鑑定士の鑑定を基に購入価額を決定しました。 

財団法人長谷川留学生奨学財団への寄付は第三者のための取引であります。なお、当社代表取締役会長 林

良四郎は、同財団の常務理事であります。 

３．長谷川博一の賃借保証金は、神田研修所の保証金であります。 

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 
0.35 

－ － 

不動産賃借 41 － － 

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 
0.27 

－ － 

固定資産の
購入 

94 － － 

不動産賃借 8 － － 

財団法人長
谷川留学生
奨学財団理
事長 

(被所有) 
直接 
0.27 

－ － 寄付 165 － － 

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 
45.94 

役員 
2 

厚生施設の
賃借及び損
害保険 

固定資産の
購入 

476 － － 

不動産賃借 22 － － 



 (2）子会社等 

 （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が、未収入金期末残高には消費税等が含まれて

おります。 

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16年９月

期の当社から㈱アルプスへの外注金額は958百万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1,139百万円であります。 

 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。 

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 145 
未収入
金 

12 



当連結会計年度（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 

 （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。 

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 － － 



 (2）子会社等 

 （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。 

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 － － 



（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額    1,150円84銭

１株当たり当期純利益   88円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  80円95銭

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

 
前連結会計年度 

(自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 3,622 3,882 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 42 42 

（うち利益処分による役員賞与金） (42) (42) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,579 3,840 

期中平均株式数（株） 40,351,423 40,834,190 

   

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） 3,870,967 3,386,104 

（うち新株予約権） (3,870,967) (3,386,104) 

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 

－ － 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（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。 同左 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。 

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還

に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約

権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。 

  

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 特記すべき事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

長谷川香料株式会社

（当社） 

2008年満期円貨建転換社

債型新株予約権付社債 

平成15年９月

25日 
6,000 4,590 － なし 

平成20年９

月30日 

合計 － － 6,000 4,590 － － － 

銘柄 2008年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

発行すべき株式 長谷川香料株式会社 普通株式 

新株予約権の発行価額（円） 無償 

株式の発行価格（円） 1,550 

発行価額の総額（百万円） 6,000 

新株予約権の行使により発行した株式の発行

価額の総額（百万円） 
1,410 

新株予約権の付与割合（％） 100 

新株予約権の行使期間 自平成15年10月９日 至平成20年９月16日 

１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

－ － 4,590 － － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成16年９月30日） 
当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ．流動資産        

１．現金及び預金   8,792   8,761  

２．受取手形   1,362   1,338  

３．売掛金   17,185   14,789  

４．有価証券   2,999   3,901  

５．商品   405   304  

６．製品   4,720   4,654  

７．原材料   4,168   3,722  

８．仕掛品   669   707  

９．貯蔵品   157   166  

10．前払費用   74   166  

11．繰延税金資産   769   615  

12．その他   58   34  

13．貸倒引当金   △12   △10  

流動資産合計   41,351 55.4  39,152 52.2 

Ⅱ．固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  15,430   16,333   

減価償却累計額  8,226 7,204  8,773 7,560  

２．構築物  2,021   2,130   

減価償却累計額  1,346 674  1,405 724  

３．機械装置  25,215   26,049   

減価償却累計額  19,956 5,259  20,934 5,115  

４．車両運搬具  367   378   

減価償却累計額  297 70  315 63  

５．工具器具備品  3,092   3,285   

減価償却累計額  2,433 658  2,542 743  

６．土地   5,869   5,869  

７．建設仮勘定   722   1,759  

有形固定資産合計   20,459 27.5  21,835 29.1 

 



  
前事業年度 

（平成16年９月30日） 
当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

(2)無形固定資産        

１．借地権   154   147  

２．ソフトウエア   －   13  

３．ソフトウエア仮勘定   －   228  

４．その他   0   0  

無形固定資産合計   154 0.2  389 0.5 

(3)投資その他の資産        

１．投資有価証券   7,964   9,133  

２．関係会社株式   1,707   1,707  

３．関係会社出資金   1,831   1,831  

４．関係会社長期貸付金   －   61  

５．破産・更生債権等   2   2  

６．長期前払費用   9   2  

７．繰延税金資産   420   159  

８．保険積立金   148   179  

９．敷金   40   39  

10．会員権   278   297  

11．その他   242   245  

12．貸倒引当金   △33   △33  

投資その他の資産合計   12,612 16.9  13,627 18.2 

固定資産合計   33,226 44.6  35,852 47.8 

資産合計   74,578 100.0  75,004 100.0 

        

 



  
前事業年度 

（平成16年９月30日） 
当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ．流動負債        

１．支払手形   1,016   1,000  

２．買掛金   7,641   5,871  

３．未払金   1,387   1,317  

４．未払費用   1,687   1,699  

５．未払法人税等   1,442   1,152  

６．未払消費税等   180   120  

７．預り金   71   71  

８．賞与引当金   909   929  

９．設備支払手形   1,037   160  

10．その他   3   7  

流動負債合計   15,378 20.6  12,330 16.4 

Ⅱ．固定負債        

１．新株予約権付社債   6,000   4,590  

２．退職給付引当金   5,162   5,399  

３．役員退職慰労引当金   1,406   1,454  

固定負債合計   12,569 16.9  11,444 15.3 

負債合計   27,947 37.5  23,774 31.7 

        

 



  
前事業年度 

（平成16年９月30日） 
当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ．資本金 ※１  3,542 4.8  4,247 5.7 

Ⅱ．資本剰余金        

１．資本準備金  4,732   5,437   

２．その他資本剰余金          

  (1)自己株式処分差益  0   0   

資本剰余金合計   4,732 6.3  5,437 7.2 

Ⅲ．利益剰余金        

１．利益準備金  394   394   

２．任意積立金        

(1)圧縮記帳特別勘定積立
金 

 348   －   

(2)圧縮記帳積立金  －   347   

(3)別途積立金  23,700   24,700   

３．当期未処分利益  11,092   12,566   

利益剰余金合計   35,535 47.6  38,008 50.7 

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金 

  2,829 3.8  3,550 4.7 

Ⅴ．自己株式 ※２  △9 △0.0  △13 △0.0 

資本合計   46,630 62.5  51,230 68.3 

負債・資本合計   74,578 100.0  75,004 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ．売上高        

１．製品売上高  44,042   41,745   

２．商品売上高  4,473 48,515 100.0 3,824 45,570 100.0 

Ⅱ．売上原価        

１．製品売上原価        

(1）期首製品棚卸高  5,283   4,720   

(2）当期製品製造原価  26,959   25,306   

(3）他勘定より振替高 ※１ 1,538   1,609   

合計  33,781   31,636   

(4）他勘定振替高 ※２ 439   230   

(5）期末製品棚卸高 ※４ 4,720   4,654   

(6）原材料低価法評価損  17   22   

製品売上原価  28,639   26,773   

２．商品売上原価        

(1）期首商品棚卸高  465   405   

(2）当期商品仕入高  3,831   3,170   

合計  4,296   3,575   

(3）他勘定振替高 ※３ 5   19   

(4）期末商品棚卸高 ※５ 405   304   

商品売上原価  3,884 32,524 67.0 3,252 30,025 65.9 

売上総利益   15,991 33.0  15,544 34.1 

 



  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※６       

１．販売手数料  379   296   

２．荷造運送費  968   965   

３．旅費交通費  399   357   

４．交際費  208   205   

５．役員報酬  230   224   

６．給料手当  3,599   3,533   

７．賞与引当金繰入額  557   572   

８．退職給付費用  424   368   

９．役員退職慰労引当金繰
入額 

 78   64   

10．福利厚生費  698   689   

11．賃借料  367   326   

12．減価償却費  209   333   

13．貸倒引当金繰入額  1   －   

14．その他  1,219 9,342 19.3 1,262 9,199 20.2 

営業利益   6,649 13.7  6,344 13.9 

Ⅳ．営業外収益        

１．受取利息  14   12   

２．受取配当金  ※７ 118   137   

３．設備賃貸料 ※７ 206   90   

４．その他  113 452 0.9 91 331 0.8 

        

 



  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅴ．営業外費用        

１．支払利息  5   6   

２．投資有価証券評価損  0   19   

３．棚卸資産廃棄損  463   273   

４．貸与資産減価償却費  94   72   

５．貸与資産修繕費  78   123   

６．寄付金  165   －   

７．その他  159 966 2.0 42 539 1.2 

経常利益   6,134 12.6  6,137 13.5 

Ⅵ．特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  8 8 0.0 1 1 0.0 

Ⅶ．特別損失        

１．固定資産廃棄損 ※８ 199   178   

２. 貸倒引当金繰入額  －   2   

３. 関係会社整理損  5   －   

４．ゴルフ会員権売却損  4 210 0.4 5 186 0.4 

税引前当期純利益   5,933 12.2  5,953 13.1 

法人税、住民税及び事
業税 

 2,812   2,504   

法人税等調整額  △261 2,550 5.2 △75 2,428 5.4 

当期純利益   3,382 7.0  3,524 7.7 

前期繰越利益   7,709   9,042  

当期未処分利益   11,092   12,566  

        



製造原価明細書 

（脚注） 

  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（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） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．材料費  16,739 62.1 15,275 60.3 

Ⅱ．労務費  4,107 15.3 4,172 16.4 

Ⅲ．経費 ※２ 6,089 22.6 5,896 23.3 

当期総製造費用  26,935 100.0 25,345 100.0 

期首仕掛品棚卸高  692  669  

合計  27,628  26,014  

期末仕掛品棚卸高  669  707  

当期製品製造原価  26,959  25,306  

      

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 １．原価計算の方法  １．原価計算の方法 

部門別総合原価計算を採用しております。 同左 

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

外注加工費      1,702百万円

消耗品費 332 

動力費 407 

修繕費 692 

減価償却費 1,869 

環境保全費 379 

その他 705 

計      6,089百万円

外注加工費        1,719百万円

消耗品費 342 

動力費 453 

修繕費 592 

減価償却費 1,861 

環境保全費 280 

その他 647 

計        5,896百万円



③【利益処分計算書】 

  
前事業年度 
株主総会日 

（平成16年12月22日） 

当事業年度 
株主総会日 

（平成17年12月21日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ．当期未処分利益   11,092  12,566 

Ⅱ. 任意積立金取崩額      

圧縮記帳特別勘定積立金 
取崩額 

 348 － 

圧縮記帳積立金取崩額  － 348 1 1

   合計    11,441   12,568

Ⅲ．利益処分額      

１．配当金  1,008  1,031  

２．役員賞与金  42  42  

（うち監査役賞与金）  (4)  (4)  

３．任意積立金      

圧縮記帳積立金  347  －  

別途積立金  1,000 2,399 1,000 2,074 

Ⅳ．次期繰越利益   9,042  10,494 

      



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

① 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

① 満期保有目的の債券 

同左 

 ② 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

② 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ③ 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） 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 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．棚卸資産の評価基準及

び評価方法 

先入先出法による低価法 同左 

３．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（付属設備を除く）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 ８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 

４．引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

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。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、翌期

支給見込額のうち、当期負担額を計

上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期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、各期の

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、翌期から費用処

理しております。 

また、執行役員（取締役である執行

役員を除く）に対する退職慰労金の

支給に備えて、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

 ④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えて、

内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

５．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 

６．その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

       ────────────── （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（「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日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業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。 



追加情報 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

       ────────────── （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、当事業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。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年９月30日） 

当事業年度 
（平成17年９月30日） 

※１ 授権株式数   普通株式 54,288,000株 

発行済株式総数 普通株式 40,357,200株 

※１ 授権株式数   普通株式 54,288,000株 

発行済株式総数 普通株式 41,266,871株 

※２ 当社が保有する自己株式の数は、 

普通株式6,371株であります。 

※２ 当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。 

３ 受取手形割引高    311百万円 ３ 受取手形割引高     134百万円

４ 配当制限  

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

   2,829百万円

４ 配当制限  

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

    3,550百万円



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 製品他勘定より振替高 ※１ 製品他勘定より振替高 

外注加工分受入      1,538百万円 外注加工分受入    1,609百万円

※２ 製品他勘定振替高 ※２ 製品他勘定振替高 

販売費及び一般管理費 (その他)  21百万円

営業外費用 (廃棄損) 417 

計  439百万円

販売費及び一般管理費 (その他) 20百万円

営業外費用 (廃棄損)  209 

計  230百万円

※３ 商品他勘定振替高 ※３ 商品他勘定振替高 

販売費及び一般管理費 (その他)  0百万円

営業外費用 (廃棄損) 5 

計   5百万円

販売費及び一般管理費 (その他)   0百万円

営業外費用 (廃棄損) 19 

計    19百万円

※４ 低価法による製品評価損 ※４ 低価法による製品評価損 

   78百万円      85百万円

※５ 低価法による商品評価損 ※５ 低価法による商品評価損 

  4百万円    0百万円

※６ 研究開発費の総額 ※６ 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 

      2,743百万円

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

       2,872百万円

※７ 関係会社との取引 ※７ 関係会社との取引 

営業外収益  

設備賃貸料    145百万円

営業外収益  

受取配当金       40百万円

設備賃貸料  90百万円

※８ 固定資産廃棄損の内訳 ※８ 固定資産廃棄損の内訳 

建物   46百万円

構築物 3 

機械装置 139 

車両運搬具 0 

工具器具備品 10 

計    199百万円

建物     86百万円

構築物  1 

機械装置 76 

車両運搬具  0 

工具器具備品 12 

計       178百万円



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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 551 253 298 

ソフトウェア 3 3 0 

合計 555 257 298 

 
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 

（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 95百万円

１年超 203 

合計 298百万円

１年内   122百万円

１年超 282 

合計    405百万円

（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   101百万円

減価償却費相当額   101百万円

支払リース料      115百万円

減価償却費相当額      115百万円

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 



（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日）及び当事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９

月30日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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  

退職給付引当金繰入額否認     1,877百万円

役員退職慰労引当金繰入額否認 569 

賞与引当金繰入額否認 368 

未払事業税否認 134 

未払販売手数料否認 70 

試験研究費棚卸資産負担額 62 

棚卸資産廃棄損否認 57 

その他 211 

繰延税金資産合計 3,352 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,925 

圧縮記帳積立金認定損 △236 

繰延税金負債合計 △2,162 

繰延税金資産の純額    1,189百万円

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 376 

未払事業税 83 

試験研究費棚卸資産負担額 68 

その他 276 

繰延税金資産合計 3,474 

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      774百万円

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。 



（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額      1,154円57銭

１株当たり当期純利益  82円78銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益   75円53銭

１株当たり純資産額      1,240円68銭

１株当たり当期純利益    85円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益     78円74銭

 
前事業年度 

(自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17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） 3,382 3,524 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 42 42 

（うち利益処分による役員賞与金） (42) (42) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,340 3,481 

期中平均株式数（株） 40,351,423 40,834,190 

   

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） 3,870,967 3,386,104 

（うち新株予約権） (3,870,967) (3,386,104) 

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 

－ － 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（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。 同左 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証券 その他有価証券 

花王（株） 1,249,098 3,491 

（株）資生堂 706,276 1,155 

（株）マンダム 172,229 484 

ライオン（株） 318,655 221 

森永乳業（株） 514,773 220 

（株）三井住友フィナンシ
ャルグループ 

205 219 

三井生命保険(株） 4,000 200 

明治乳業（株） 304,339 189 

日清食品（株） 51,271 151 

アサヒビール（株） 95,000 136 

（株）ヤクルト本社 47,180 135 

森永製菓（株） 378,393 118 

高砂香料工業（株） 213,407 115 

江崎グリコ（株） 108,580 107 

（株）損害保険ジャパン 70,000 105 

明治製菓（株） 154,350 90 

東洋水産（株） 45,483 88 

（株）三菱東京フィナンシ
ャル・グループ 

57 84 

日清オイリオグループ(株） 105,000 70 

三井住友海上火災保険(株） 52,000 68 

日本興亜損害保険（株） 70,000 61 

明星食品(株） 66,122 46 

雪印乳業(株） 90,825 46 

キリンビバレッジ(株）  18,000 44 

その他40銘柄 1,266,425 574 

計 6,101,671 8,229 



【債券】 

  銘柄 
券面総額（百万

円） 
貸借対照表計上額
（百万円） 

有価証券 
 満期保有

目的の債券 

興銀リース(株)コマーシャルペーパー第84回 500 499 

興銀リース(株)コマーシャルペーパー第24回 500 499 

芙蓉総合リース(株)コマーシャルペーパー 500 499 

芙蓉総合リース(株)コマーシャルペーパー4J回 500 499 

Fuji Finance (Cayman) Limited 
円建期限付劣後債 

500 501 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Series No.16
円建期限付劣後債 

500 500 

フォレスト・コーポレーション 
東京支店コマーシャルペーパー 

900 899 

小計 3,900 3,901 

 投資有価

証券 

 満期保有

目的の債券 

Sumitomo Bank  
International Finance N.V. Series No.76 
円建期限付劣後債 

500 500 

The Mitsubishi Trust and Banking Corporation   
Series No.56 
円建期限付劣後債 

400 404 

小計 900 904 

計 4,800 4,806 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

２．無形固定資産の金額が、資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高 
（百万円） 

有形固定資産        

建物 15,430 1,040 137 16,333 8,773 644 7,560 

構築物 2,021 134 25 2,130 1,405 82 724 

機械装置 25,215 1,180 346 26,049 20,934 1,270 5,115 

車両運搬具 367 23 13 378 315 30 63 

工具器具備品 3,092 329 136 3,285 2,542 232 743 

土地 5,869 － － 5,869 － － 5,869 

建設仮勘定 722 2,925 1,888 1,759 － － 1,759 

有形固定資産計 52,719 5,634 2,548 55,805 33,970 2,259 21,835 

無形固定資産        

借地権 － － － 161 13 6 147 

ソフトウェア － － － 13 0 0 13 

ソフトウェア仮勘定 － － － 228 － － 228 

その他 － － － 0 － － 0 

無形固定資産計 － － － 404 14 7 389 

長期前払費用 9 － 6 2 － － 2 

繰延資産 － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

資産の種類 項目及び金額（百万円） 

建物 深谷事業所 品質管理センター棟 566 

  板倉工場 食品部門工場 109 

  本社 研修センター改修 53 

  本社 本社ビル改修 34 

  技術研究所 排水処理施設 13 

機械装置 板倉工場 食品部門製造設備 629 

 板倉工場 コージェネレーション設備 139 

 技術研究所 研究用機器 67 

 技術研究所 排水処理施設 42 

 深谷事業所 フレグランス部門製造設備 25 

建設仮勘定 板倉工場 食品部門工場増設 2,200 

 深谷事業所 品質管理センター棟 243 

 板倉工場 排水処理施設 135 

 板倉工場 コージェネレーション設備 91 

 技術研究所 排水処理施設 59 



【資本金等明細表】 

（注）１．当期増加額は、新株予約権の行使によるものであります。 

２．期末日における自己株式数は8,744株であります。 

３．当期増加額は、自己株式の処分によるものであります。 

４．当期増加額及び減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の当期減少額（その他）のうち41百万円は洗替えによるものであり、１百万円は引当対象債権の回収

による戻入れによるものであります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円）         （注)１ 3,542 705 － 4,247 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式    (注)２ （株） (40,357,200) (909,671) － (41,266,871)

普通株式    (注)１ (百万円) 3,542 705 － 4,247 

計 （株） (40,357,200) (909,671) － (41,266,871)

計 (百万円) 3,542 705 － 4,247 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金(注)１ (百万円) 3,403 705 － 4,108 

合併差益 (百万円) 1,328 － － 1,328 

（その他資本剰余金）           

自己株式処分差益  

        （注)３ 
(百万円) 0 0 － 0 

計 (百万円) 4,732 705 － 5,437 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） (百万円) 394 － － 394 

（任意積立金）      

圧縮記帳特別勘定積立

金      （注)４ 
(百万円) 348 － 348 － 

圧縮記帳積立金     

(注４)         
(百万円) － 347 － 347 

別途積立金   (注)４ (百万円) 23,700 1,000 － 24,700 

計 (百万円) 24,442 1,347 348 25,441 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 45 44 2 43 44 

賞与引当金 909 929 909 －  929 

役員退職慰労引当金 1,406 64 16 －  1,454 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

２）受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 6 

預金の種類  

当座預金 6,251 

普通預金 334 

通知預金 250 

定期預金 1,910 

外貨預金 3 

別段預金 5 

小計 8,755 

合計 8,761 

相手先 金額（百万円） 

日成産業(株) 143 

鈴木産業(株) 120 

(株)サンヨーフーズ 77 

カネボウ石鹸製造(株) 71 

カネボウ(株) 69 

その他 855 

合計 1,338 

期日別 金額（百万円） 

平成17年10月 384 

11月 397 

12月 343 

平成18年１月 137 

２月 63 

３月以降 12 

合計 1,338 



３）売掛金 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況 

（注） 当期発生高には、消費税等が含まれております。 

４）商品 

５）製品 

相手先 金額（百万円） 

森永乳業(株) 3,872 

サントリー(株) 2,098 

花王(株) 701 

キリンビバレッジ(株) 430 

アサヒ飲料(株) 420 

その他 7,266 

合計 14,789 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高 
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

17,185 48,536 50,933 14,789 77.5 120.2 

品目 金額（百万円） 

フレグランス部門 3 

食品部門 301 

合計 304 

品目 金額（百万円） 

フレグランス部門 1,041 

食品部門 3,613 

合計 4,654 



６）原材料 

７）仕掛品 

８）貯蔵品 

② 負債の部 

１）支払手形 

(イ)相手先別内訳 

品目 金額（百万円） 

天然香料 1,466 

合成香料 624 

合成原料素材 50 

調合香料 447 

食品原料 1,132 

合計 3,722 

品目 金額（百万円） 

調合部門 108 

合成部門 147 

食品部門 451 

合計 707 

品目 金額（百万円） 

研究用原材料 14 

包装資材 79 

燃料 3 

その他 69 

合計 166 

相手先 金額（百万円） 

デイリーフーズ(株) 385 

(株)井上香料製造所 67 

宇津商事(株) 61 

(株)サンヨーフーズ 48 

日本製罐（株） 46 

その他 390 

合計 1,000 



(ロ）期日別内訳 

２）買掛金 

３）新株予約権付社債 

（注）内訳は「1.連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 ⑤連結附属明細表の社債明細表」に記載しております。 

４）退職給付引当金 

(3）【その他】 

 特記すべき事項はありません。 

期日別 金額（百万円） 

平成17年10月 383 

11月 303 

12月 313 

合計 1,000 

相手先 金額（百万円） 

兼 松(株) 728 

花 王(株) 403 

双日食料(株) 241 

池田糖化工業(株) 236 

デイリーフーズ（株） 206 

その他 4,055 

合計 5,871 

金額（百万円） 

4,590 

相手先 金額（百万円） 

執行役員（取締役である執行役員を除く）及び従業員 5,399 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）平成17年12月21日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告の方法は次のとおりとなりまし 

    た。 

     当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由 

    が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

    なお、電子公告は当社のホームページに掲載することとしております。当社のホームページアドレスは次のとお 

       りであります。（http://www.t-hasegawa.co.jp/)  

決算期 ９月30日 

定時株主総会 12月中 

基準日 ９月30日 

株券の種類 

100株券 
1,000株券 
10,000株券 
100,000株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 210円（消費税等を含む） 

株券喪失登録に伴う手数料 １．喪失登録     １件につき9,030円（消費税等を含む） 

  ２．喪失登録株券   １枚につき 525円（消費税等を含む） 

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第43期）（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日）平成16年12月24日関東財務局長に提出 

(2)半期報告書 

（第44期中）（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月20日関東財務局長に提出 

(3)臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づくも

の。平成16年11月19日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

   平成16年12月22日 

長谷川香料株式会社    

 取締役会 御中   

 監査法人トーマツ  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 川村  博   印 

 関与社員  公認会計士 弥永 めぐみ  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている長谷川

香料株式会社の平成15年10月１日から平成16年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 

長谷川香料株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成17年12月21日 

長谷川香料株式会社    

 取締役会 御中   

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 川村  博   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 弥永 めぐみ  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている長谷川

香料株式会社の平成16年10月１日から平成17年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 

長谷川香料株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成16年12月22日 

長谷川香料株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 川村  博   印 

 関与社員  公認会計士 弥永 めぐみ  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている長谷川

香料株式会社の平成15年10月１日から平成16年９月30日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長谷川香

料株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成17年12月21日 

長谷川香料株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 川村  博   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 弥永 めぐみ  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている長谷川

香料株式会社の平成16年10月１日から平成17年９月30日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長谷川香

料株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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