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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）売上高に消費税等は含まれておりません。 

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高（百万円） 23,104 22,354 22,063 50,381 47,752 

経常利益（百万円） 2,534 2,717 2,434 6,420 6,618 

中間（当期）純利益（百万円） 1,444 1,648 1,536 3,622 3,882 

純資産額（百万円） 44,067 48,469 52,849 46,480 51,572 

総資産額（百万円） 69,929 73,117 77,004 74,670 75,515 

１株当たり純資産額（円） 1,092.09 1,176.61 1,280.96 1,150.84 1,248.95 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
35.79 40.72 37.24 88.71 94.04 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
32.66 37.27 34.74 80.95 86.84 

自己資本比率（％） 63.0 66.3 68.6 62.2 68.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
2,878 3,683 3,268 5,706 6,970 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△5,685 △3,828 △3,935 △5,832 △5,489 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△807 △1,011 △1,031 △808 △1,013 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
9,342 10,866 10,876 12,049 12,541 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

961 

[315] 

978 

[325] 

1,005 

[332] 

981 

[325] 

1,008 

[337] 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）売上高に消費税等は含まれておりません。 

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高（百万円） 22,233 21,418 20,702 48,515 45,570 

経常利益（百万円） 2,475 2,606 2,447 6,134 6,137 

中間（当期）純利益（百万円） 1,412 1,587 1,529 3,382 3,524 

資本金（百万円） 3,542 4,197 4,247 3,542 4,247 

発行済株式総数（株） 40,357,200 41,202,355 41,266,871 40,357,200 41,266,871 

純資産額（百万円） 44,584 48,670 52,343 46,630 51,230 

総資産額（百万円） 70,275 73,089 76,257 74,578 75,004 

１株当たり純資産額（円） 1,104.91 1,181.51 1,268.70 1,154.57 1,240.68 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
35.00 39.22 37.08 82.78 85.27 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益（円） 
31.94 35.89 34.60 75.53 78.74 

１株当たり中間（年間）配当額 

（円） 
－ － － 25.00 25.00 

自己資本比率（％） 63.4 66.6 68.6 62.5 68.3 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

810 

[231] 

819 

[232] 

827 

[238] 

834 

[239] 

840 

[242] 



２【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（長谷川香料株式会社）、子会社５社及び関連会社２社で構成

されており、各種香料の製造・販売を主たる業務としております。  

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

 また、主要な関係会社における異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【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）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（ ）内に当中間連結会計期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、個々の当中間連結

会計期間就労時間の積算値を所定の当中間連結会計期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、グループ外への出向者４名を含んでおりません。 

４．共通として記載されている従業員数は、特定の事業に区別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（ ）内に当中間会計期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．従業員数には、他社への出向者30名を含んでおりません。 

(3)労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

事業の部門別 従業員数（人） 

フレグランス部門 98 (12) 

食品部門 493 (259) 

共通 414 (61) 

合計 1,005 (332) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 827 (238) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間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、個人消費の緩やかな増加な

どにより、着実に回復を続けています。 

 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。 

 このような環境のなかで、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、当中間連結会計期間においては、以下に示すとおりの結果となりました。 

 売上高は220億63百万円（前中間連結会計期間比1.3％減）となりました。 

 部門別に見ますと、フレグランス部門（製品：売上高24億８百万円、前中間連結会計期間比4.4％増 商

品：売上高３億36百万円、前中間連結会計期間比2.9％増）では、トイレタリー製品向けの売上が好調であっ

たことを主因に前中間連結会計期間比増加いたしました。 

 食品部門（製品：売上高179億72百万円、前中間連結会計期間比1.0％減 商品：売上高13億45百万円、前中

間連結会計期間比14.4％減）では、製品は一部の緑茶向け製品の減少を主因に前中間連結会計期間比減少いた

しました。一方、商品はフルーツ加工品の減少を主因に前中間連結会計期間比減少いたしました。フルーツ加

工品の売上は、製品、商品の合計でも前中間連結会計期間比減少いたしました。 

 利益につきましては、営業利益は、売上高の減少及び研究開発強化による販売費及び一般管理費の増加を主

因として、前中間連結会計期間に比べ３億43百万円（12.1％）減少し、25億８百万円となりました。経常利益

は、前中間連結会計期間に比べ２億82百万円（10.4％）減少し、24億34百万円となりました。中間純利益は、

前中間連結会計期間に比べ１億11百万円（6.8％）減少し、15億36百万円となりました。 

       なお、連結子会社の長谷川香料（上海）有限公司につきましては、好調に推移しており、売上高は前中間 

     連結会計期間比40％以上の増加となっております。 

(2）キャッシュ・フロー 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、32億68百万円（前中間連結会計期間は36億83百万円）となりました。

主な要因は、税金等調整前中間純利益が24億７百万円（前中間連結会計期間は26億92百万円）、減価償却費が11

億32百万円（前中間連結会計期間は11億24百万円）、また売上が好調であった前連結会計年度下半期の売上債権

が回収されたことにより売上債権の減少が18億１百万円（前中間連結会計期間は36億90百万円の減少）となった

こと、他方、４月以降の需要増を背景に棚卸資産の増加が５億81百万円（前中間連結会計期間は６億10百万円の

増加）となったこと、また法人税等の支払額が12億円（前中間連結会計期間は14億21百万円）となったことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、△39億35百万円（前中間連結会計期間は△38億28百万円）となりまし

た。主な要因は、有価証券（国内短期社債及び非上場外国債券）の取得による支出が15億円（前中間連結会計期

間20億２百万円）、投資有価証券（株式）の取得による支出が３億78百万円（前中間連結会計期間22百万円）、

及び板倉工場（食品部門）の増強など有形固定資産取得による支出が25億31百万円（前中間連結会計期間22億98

百万円）にのぼったこと、他方、有価証券（非上場外国債券）の売却による収入が５億円（前中間連結会計期間

５億円）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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、△10億31百万円（前中間連結会計期間は△10億11百万円）となりまし

た。主な要因は、配当金の支払額が10億30百万円（前中間連結会計期間は10億７百万円）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中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ16億64百万円減少

し108億76百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間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 

 当中間連結会計期間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。 

(3）受注状況 

 当中間連結会計期間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。 

事業の部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

フレグランス部門（百万円） 1,554 3.0 

食品部門（百万円） 12,091 △4.2 

合計（百万円） 13,645 △3.4 

事業の部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

フレグランス部門（百万円） 297 3.1 

食品部門（百万円） 1,316 0.6 

合計（百万円） 1,613 1.1 

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 2,396 3.3 216 △7.5 

食品部門 18,556 1.4 1,727 19.7 

小計 20,952 1.6 1,943 15.9 

商品     

フレグランス部門 345 1.1 30 0.8 

食品部門 1,313 △17.0 124 △42.6 

小計 1,659 △13.8 155 △37.3 

合計 22,611 0.3 2,098 9.1 



(4）販売実績 

 当中間連結会計期間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） 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間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。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、前連結会計年度に掲げた課題のうち、中国における第２生産拠点建設につきましては、現地の工業団地管理

委員会と建設予定地の賃貸借につきまして現在交渉中であります。 

 また、既に製造部門、品質保証部、資材部にて認証取得しております品質マネジメントシステムの国際規格ＩＳＯ

9001認証につきまして、全社拡大登録に向けた取り組みを開始いたしました。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

事業の部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

製品   

フレグランス部門（百万円） 2,408 4.4 

食品部門（百万円） 17,972 △1.0 

小計（百万円） 20,380 △0.4 

商品   

フレグランス部門（百万円） 336 2.9 

食品部門（百万円） 1,345 △14.4 

小計（百万円） 1,682 △11.4 

合計（百万円） 22,063 △1.3 

相手先 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

森永乳業（株） 
金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

3,733 16.7 3,763 17.1 



５【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、中国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、米国及び中国子会社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。 

 米国子会社の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。 

 

当中間連結会計期間における研究開発費は15億38百万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18年３月31日現在、240名であります。         



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了又は取得した重要な設備は次のとおり

であります。 

(2) 重要な設備の新設等 

  当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

(3) 重要な設備の除却等 

   特記すべき事項はありません。 

会社名 
事業所名 

所在地 設備の内容 
投資額 
（百万円） 

完了年月 
完成後の増加
能力 

当社 

板倉工場 

群馬県 

邑楽郡 

板倉町 
 排水処理設備 150  平成17年11月 － 

会社名 
事業所名 

所在地 必要性 設備の内容 
投資予定
総額 

  

既支払額 
  

資金調達方
法 

着手予定 完了予定 
完成後の 
増加能力 

T.HASEGAWA 

U.S.A.,INC. 

米国カリフォ

ルニア州 

セリトス市 

生産の増強 
食品部門の 

香料製造設備 

4,500 

 千米ドル 

742 

 千米ドル 

グループ会社

からの増資 

平成 

18.5 

平成 

19.6 

 香料製造装置 

 300トン/年の 

 増加 



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）「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【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年６月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権付社債の権利行使に

より発行されたもの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 160,000,000 

計 160,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月28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】 

旧商法第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、資本金等の状況】 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31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）   1,550   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17年10月1日～ 

 平成18年3月31日 
－ 41,266,871 － 4,247 － 5,437 



(4）【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㈱7,751百株、日本

マスタートラスト信託銀行㈱5,102百株、ならびに資産管理サービス信託銀行㈱3,084百株であります。 

   ２．ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニーは、株主名簿上では所有株式数の割合が 

     10％を超えましたが、当社としては当中間会計期間末時点における実質所有状況の確認はできておりません。

      ３．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10月18日付で

          提出された大量保有報告書等により平成17年10月12日現在で73,390百株を保有している旨の報告を受けており

     ますが、当社としては当中間会計期間末時点における実質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

     内容は以下のとおりであります。 

           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 7,339,000株 

           株券等保有割合： 17.78％ 

  平成18年３月31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 42.59 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 

（常任代理人㈱みずほコーポレー

ト銀行）  

P.O.BOX 351 ボストン マサチューセ

ッツ 02101，米国 

(東京都中央区日本橋兜町6-7)  

74,775 18.12 

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 4.85 

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 16,085 3.90 

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 7,751 1.88 

大和証券エスエムビーシー㈱ 東京都千代田区丸の内1-8-1 6,834 1.66 

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 5,102 1.24 

アールービーシー デクシア イ

ンべスター サービシーズ トラ

スト ロンドン 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) 

3,721 0.90 

資産管理サービス信託銀行㈱ 
東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイラン

ドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 
3,084 0.75 

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㈱三菱東京UFJ銀行） 

45 ブロードウェイ，ニューヨーク，

N.Y. 10006，米国 

(東京都千代田区丸の内2-7-1) 

3,000 0.73 

計 － 316,099 76.60 



４．大和証券エスエムビーシー㈱及びその共同保有者である大和証券投資信託委託㈱及び大和証券㈱から、平成17

年12月15日付で提出された大量保有報告書等により平成17年11月30日現在で20,529百株を保有している旨の報

告を受けておりますが、当社としては当中間会計期間末時点における実質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、大和証券エスエムビーシー㈱及びその共同保有者の大量保有報告書等の内容は以下のとおりでありま

す。  

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

(株) 

株券等保有割合 

(％) 

 大和証券エスエムビーシー㈱  東京都千代田区丸の内1-8-1   株式    1,824,800              4.42 

 大和証券投資信託委託㈱ 
 東京都中央区日本橋茅場町 

 2-10-5 
  株式      225,900              0.55 

 大和証券㈱  東京都千代田区大手町2-6-4  株式          2,280            0.01 



(5）【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】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年３月31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 8,900 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,201,900 412,009 － 

単元未満株式 普通株式 56,071 － － 

発行済株式総数  41,266,871 － － 

総株主の議決権  － 412,009 － 

  平成18年３月31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 
8,900 － 8,900 0.02 

計 － 8,900 － 8,900 0.02 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,800 1,741 1,785 1,910 1,920 1,918 

最低（円） 1,615 1,660 1,670 1,650 1,735 1,762 



第５【経理の状況】 

中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

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、前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31

日）及び当中間連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年３月31日）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期

間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日）及び当中間会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年３月31日）

の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ．流動資産           

１．現金及び預金   8,922   8,587   9,652  

２．受取手形及び 
売掛金 

   15,109   14,822   16,583  

３．有価証券    3,956   4,300   3,901  

４．棚卸資産   11,351   10,995   10,372  

５．繰延税金資産   564   611   674  

６．その他   145   177   255  

７．貸倒引当金   △11   △5   △11  

流動資産合計   40,037 54.8  39,490 51.3  41,427 54.9 

Ⅱ．固定資産           

(1)有形固定資産           

１．建物及び構築物  19,909   20,440   20,242   

減価償却累計額  10,384 9,525  11,082 9,358  10,719 9,523  

２．機械装置及び運搬
具  26,862   27,605   27,634   

減価償却累計額  21,744 5,118  22,587 5,017  22,222 5,411  

３．工具器具備品  3,455   3,421   3,490   

減価償却累計額  2,614 840  2,623 798  2,683 807  

４．土地   6,009   6,022   6,016  

５．建設仮勘定   1,763   4,220   1,785  

有形固定資産合計   23,257 31.8  25,417 33.0  23,544 31.2 

(2)無形固定資産   232 0.3  569 0.7  394 0.5 

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券   8,350   10,639   9,156  

２．保険積立金   168   175   179  

３．繰延税金資産   446   41   201  

４．その他   659   697   645  

５．貸倒引当金   △34   △26   △33  

投資その他の資産合
計   9,591 13.1  11,527 15.0  10,149 13.4 

固定資産合計   33,080 45.2  37,514 48.7  34,088 45.1 

資産合計   73,117 100.0  77,004 100.0  75,515 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

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 

   7,340   6,841   6,810  

２．未払法人税等   918   899   1,218  

３．賞与引当金   650   640   937  

４．その他   4,294   4,014   3,497  

流動負債合計   13,203 18.1  12,396 16.1  12,465 16.5 

Ⅱ．固定負債           

１．新株予約権付社債    4,690   4,590   4,590  

２．退職給付引当金   5,303   5,467   5,413  

３．役員退職慰労 
引当金   1,434   1,463   1,454  

４．その他   17   237   20  

固定負債合計   11,445 15.6  11,758 15.3  11,478 15.2 

負債合計   24,648 33.7  24,154 31.4  23,943 31.7 

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   4,197 5.7  4,247 5.5  4,247 5.6 

Ⅱ．資本剰余金   5,387 7.4  5,437 7.0  5,437 7.2 

Ⅲ．利益剰余金   36,477 49.9  39,174 50.9  38,712 51.3 

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金   3,027 4.1  4,208 5.5  3,550 4.7 

Ⅴ．為替換算調整勘定   △607 △0.8  △204 △0.3  △362 △0.5 

Ⅵ．自己株式   △13 △0.0  △14 △0.0  △13 △0.0 

資本合計   48,469 66.3  52,849 68.6  51,572 68.3 

負債・資本合計   73,117 100.0  77,004 100.0  75,515 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ．売上高   22,354 100.0  22,063 100.0  47,752 100.0 

Ⅱ．売上原価   14,578 65.2  14,437 65.4  30,876 64.7 

売上総利益   7,775 34.8  7,625 34.6  16,876 35.3 

Ⅲ．販売費及び 
一般管理費           

１．販売手数料  133   178   296   

２．荷造運送費  487   501   1,033   

３．給料手当  1,900   1,999   4,133   

４．賞与引当金繰入額  380   381   572   

５．退職給付費用  257   269   485   

６．役員退職慰労引当金
繰入額  36   23   64   

７．福利厚生費  332   328   668   

８．賃借料  186   210   375   

９．減価償却費  179   185   383   

10．貸倒引当金繰入額  －   1   －   

11. その他  1,030 4,923 22.0 1,036 5,116 23.2 2,016 10,030 21.0 

営業利益   2,852 12.8  2,508 11.4  6,845 14.3 

Ⅳ．営業外収益           

１．受取利息  9   12   20   

２．受取配当金  41   60   97   

３．設備賃貸料  54   36   90   

４．為替差益  －   23   35   

５．その他  35 140 0.6 57 191 0.8 68 311 0.7 

Ⅴ．営業外費用           

１．支払利息  3   2   6   

２．投資有価証券評価 
損  －   －   19   

３．棚卸資産廃棄損  163   193   273   

４．貸与資産減価 
償却費  36   28   72   

５．貸与資産修繕費  47   24   123   

６．その他  24 275 1.2 15 264 1.2 42 539 1.1 

経常利益   2,717 12.2  2,434 11.0  6,618 13.9 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ．特別利益           

１．固定資産売却益  ※1  －   －   0   

２．投資有価証券売却益   －   2   －   

３．貸倒引当金戻入益  1 1 0.0 17 20 0.1 1 2 0.0 

Ⅶ．特別損失           

１．固定資産廃棄損 ※2 27   47   178   

２．貸倒引当金繰入額   0   －   2   

３．ゴルフ会員権売却損 
   － 27 0.2 － 47 0.2 5 186 0.4 

税金等調整前中間 
（当期）純利益   2,692 12.0  2,407 10.9  6,434 13.5 

法人税、住民税及び 
事業税  885   881   2,610   

法人税等調整額  158 1,043 4.6 △9 871 3.9 △59 2,551 5.4 

中間（当期）純利益   1,648 7.4  1,536 7.0  3,882 8.1 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 金額（百万円） 

        

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,732  5,437  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 

 655   －   705   

 ２．自己株式処分差益  0 655 0 0 0 705 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  5,387  5,437  5,437 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   35,881  38,712  35,881 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  1,648 1,648 1,536 1,536 3,882 3,882 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  1,008  1,031  1,008  

２．役員賞与   42 1,051 42 1,074 42 1,051 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  36,477  39,174  38,712 

        



④【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16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 2,692 2,407 6,434 

減価償却費  1,124 1,132 2,395 

退職給付引当金の 
増加額 

 131 53 240 

役員退職慰労引当金
の増加額 

 27 9 47 

賞与引当金の増加額
(△減少額) 

 △270 △297 17 

貸倒引当金の減少額  △1 △14 △2 

受取利息及び受取 
配当金 

 △50 △73 △117 

支払利息  3 2 6 

為替差損益(△差益)  △0 △2 △0 

有形固定資産売却益  - - △0 

有形固定資産廃棄損  17 43 109 

投資有価証券評価損  - - 19 

投資有価証券売却益  - △2 - 

売上債権の減少額  3,690 1,801 2,269 

棚卸資産の減少額(△
増加額） 

 △610 △581 428 

仕入債務の増加額(△
減少額) 

 △1,350 9 △1,909 

未払費用の増加額(△
減少額） 

 △150 △46 0 

未払消費税等の 
減少額 

 △153 △47 △78 

役員賞与の支払額  △42 △42 △42 

その他  0 43 △116 

小計  5,056 4,394 9,702 

利息及び配当金の受
取額 

 52 77 123 

利息の支払額  △3 △2 △6 

法人税等の支払額  △1,421 △1,200 △2,848 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,683 3,268 6,970 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 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 

 △10 △10 △20 

定期預金の払戻によ
る収入 

 10 10 20 

有価証券の取得に 
よる支出 

 △2,002 △1,500 △2,504 

有価証券の売却に 
よる収入 

 500 500 2,500 

投資有価証券の取得
による支出 

 △22 △378 △482 

投資有価証券の売却
による収入 

 - - 0 

有形固定資産の取得
による支出 

 △2,298 △2,531 △4,897 

有形固定資産の売却
による収入 

 - - 2 

無形固定資産の取得
による支出 

  △4 △24 △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 

 △3,828 △3,935 △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  △1,007 △1,030 △1,008 

その他  △3 0 △4 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,011 △1,031 △1,013 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 △25 33 24 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 △1,182 △1,664 492 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 12,049 12,541 12,049 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

 10,866 10,876 12,541 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

１．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) 

①連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

同左 

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. 

②主要な非連結子会社の名称等 

同左 

  

②主要な非連結子会社の名称等 

同左 

  

 （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、

中間純損益及び利益剰余金等は、い

ずれも小規模であり中間連結財務諸

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。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（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．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 ㈱エー・ティ・エイチ他１社

は、それぞれ中間純損益及び利益

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  非連結子会社２社及び関連会

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。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）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。中間連結財務

諸表の作成に当たっては、中間連

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 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。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

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） 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

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 

同左 

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 

同左 

 その他有価証券 

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

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） 

 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 

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 

②棚卸資産 

同左 

(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 

①有形固定資産 

 同左 

①有形固定資産 

同左 

 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。 

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 

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 

①貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

 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、

支給見込額のうち、中間連結

会計期間負担額を計上してお

ります。 

②賞与引当金 

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。 

 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、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。 

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、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上して

おります。 

③退職給付引当金 

同左 

  

  

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。 

 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、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を

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) 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 同左 

 



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 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

(5) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

①消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。 

①消費税等の会計処理方法 

 同左 

①消費税等の会計処理方法 

 同左 

②法人税、住民税及び事業税なら

びに法人税等調整額の計上方法 

当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当連結会計年度において

予定している利益処分による

圧縮記帳積立金の取崩しを前

提として、当中間連結会計期

間に係る金額を計算しており

ます。 

②法人税、住民税及び事業税なら

びに法人税等調整額の計上方法 

 同左 

────── 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年３月31日） 

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

（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、当中間連結会計

期間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。 

────── （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 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間において区分掲記しておりまし

た「受取賠償金」は、当中間連結会計期間において

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営

業外収益の「その他」に含めて表示することにいた

しました。なお、当中間連結会計期間における「受

取賠償金」の金額は、0百万円であります。 

────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年３月31日） 

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

（法人事業税における外形標準課税部分の

中間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、当中間連結会計期間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37百万円を販売費及び一般管理費として処

理しております。 

────── （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 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

1．受取手形割引高 140百万円 1．受取手形割引高 125百万円 1．受取手形割引高 134百万円 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

      ──────       ────── ※1．固定資産売却益の内訳 

  機械装置及び運

搬具 

0百万円 

工具器具備品 0 

計 0百万円 

※2．固定資産廃棄損の内訳 ※2．固定資産廃棄損の内訳 ※2．固定資産廃棄損の内訳 

建物及び構築物 17百万円 

機械装置及び運

搬具 
4 

工具器具備品 5 

計 27百万円 

建物及び構築物 13百万円 

機械装置及び運

搬具 
20 

工具器具備品 13 

計 47百万円 

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 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

1. 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 

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 

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17年３月31日現在)

現金及び預金勘定 8,922百万円 

有価証券勘定 3,956 

計 12,878百万円 

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 
△2,002

 

現金及び現金同等物 10,866百万円 

(平成18年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 8,587百万円 

有価証券勘定 4,300 

計 12,888百万円 

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 
△2,001

 

現金及び現金同等物 10,876百万円 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 9,652百万円 

有価証券勘定 3,901 

計 13,553百万円 

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金 
△10
 

償還期間が3ヶ月を超える

債券等 
△1,001

 

現金及び現金同等物 12,541百万円 

     

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 

      ────── 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 
655百万円 

新株予約権の行使による

資本剰余金増加額 
655
 

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額 
1,310百万円 

 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） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

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 

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

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) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

工具器
具備品 

522 180 341 

合計 522 180 341 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

工具器
具備品 

680 260 419 

合計 680 260 419 

 
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、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 （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。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 102百万円 

１年超 239 

 合計 341百万円 

１年内 133百万円 

１年超 286 

 合計 419百万円 

１年内 122百万円 

１年超 282 

 合計 405百万円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左 （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。 

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 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 54百万円 

減価償却費相当額 54百万円 

支払リース料 66百万円 

減価償却費相当額 66百万円 

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 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 21百万円 

１年超 40 

 合計 61百万円 

１年内 23百万円 

１年超 24 

 合計 47百万円 

１年内 22百万円 

１年超 34 

 合計 57百万円 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はあり

ませんので、項目等の記載は省略してお

ります。 

(減損損失について) 

同左 

(減損損失について) 

同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容 

（注）取得原価に比べ、時価のある有価証券は中間連結会計期間末における時価が30％以上下落した場合に、時

価のない有価証券は発行会社の直近決算における実質価額が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。 

 

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日） 

取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 1,598 6,685 5,087 

(2)債券    

国債・地方債等 - - - 

社債 - - - 

その他 - - - 

(3)その他 - - - 

合計 1,598 6,685 5,087 

 
前中間連結会計期間末（平成17年３月31日） 

中間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 2,910 

   コマーシャルペーパー 2,453 

（２）その他有価証券  

   非上場株式 256 

  



（当中間連結会計期間） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容 

（注）取得原価に比べ、時価のある有価証券は中間連結会計期間末における時価が30％以上下落した場合に、時

価のない有価証券は発行会社の直近決算における実質価額が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。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日） 

取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 2,407 9,478 7,071 

(2)債券    

国債・地方債等  - -  -  

社債  - -  -  

その他  - -  -  

(3)その他  - -  -  

合計 2,407 9,478 7,071 

 
当中間連結会計期間末（平成18年３月31日） 

中間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 1,904 

   コマーシャルペーパー 3,299 

（２）その他有価証券  

   非上場株式 257 

  



（前連結会計年度） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容 

（注）前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、時価のない

有価証券は発行会社の直近決算における実質価額が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。 

（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間）（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

（当中間連結会計期間）（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

（前連結会計年度）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（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） 

(1)株式 2,028 7,995 5,966 

(2)債券    

国債・地方債等  - -  -  

社債  - -  -  

その他  - -  -  

(3)その他  - -  -  

合計 2,028 7,995 5,966 

 
前連結会計年度末（平成17年９月30日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 

（１）満期保有目的の債券  

   非上場外国債券 1,906 

   コマーシャルペーパー 2,899 

（２）その他有価証券  

   非上場株式 256 

  



（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16年10月１日 至平成17年３月31日） 

  当社グループ（当社及び連結子会社）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。 

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年３月31日） 

  同上 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

  同上 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦の売上高は全セグメントの売

上高の合計額に占める割合が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】 

前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31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.前中間連結会計期間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。 

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年３月31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.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   3.各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア・・・・・・・中国、韓国及び東南アジア諸国、ならびに中近東諸国 

      4.地域区分の変更 

        「アジア」につきましては、当中間連結会計期間より当該地域の売上高が連結売上高の10％を超 

        えたため区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間における「アジア」の海外売上高は 

    2,011百万円、売上高の割合は9.0％であります。また、前連結会計年度における「アジア」の海外 

        売上高は4,688百万円、売上高の割合は9.8％であります。 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

（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.前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

（％） 

2,596 22,354 11.6 

  アジア その他地域 計 

 Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,666 649 3,316 

 Ⅱ 連結売上高（百万円）     22,063 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.1 2.9 15.0 

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 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 1,176円61銭

１株当たり中間純利益   40円72銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
 37円27銭

１株当たり純資産額  1,280円96銭

１株当たり中間純利益     37円24銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
   34円74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

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 1,648 1,536 3,882 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 42 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (42) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
1,648 1,536 3,840 

期中平均株式数（株） 40,470,870 41,258,044 40,834,190 

        

潜在株式調整後１株当たり中間(当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額(百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 3,750,231 2,961,290 3,386,104 

（うち新株予約権） (3,750,231) (2,961,290) (3,386,104) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ．流動資産        

１．現金及び預金  8,291  7,806  8,761  

２．受取手形   1,139  1,146  1,338  

３．売掛金  13,580  12,985  14,789  

４．有価証券  3,956  4,300  3,901  

５．棚卸資産  10,656  10,072  9,555  

６．その他  594  625  816  

７．貸倒引当金  △9  △0  △10  

流動資産合計  38,208 52.3 36,936 48.4 39,152 52.2 

Ⅱ．固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1)建物  7,640  7,354  7,560  

(2)機械装置  4,832  4,712  5,115  

(3)土地  5,869  5,869  5,869  

(4)建設仮勘定  －  4,117  1,759  

(5)その他  3,301  1,532  1,530  

有形固定資産合計  21,643 29.6 23,586 31.0 21,835 29.1 

２．無形固定資産  226 0.3 551 0.7 389 0.5 

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券  10,034  12,566  10,841  

(2)その他  3,010  2,642  2,819  

(3)貸倒引当金  △34  △26  △33  

投資その他の資産合計  13,011 17.8 15,182 19.9 13,627 18.2 

固定資産合計  34,880 47.7 39,320 51.6 35,852 47.8 

資産合計  73,089 100.0 76,257 100.0 75,004 100.0 

        
 



  
前中間会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ．流動負債        

１．支払手形   1,028  834  1,000  

２．買掛金  6,289  5,952  5,871  

３．未払法人税等  875  881  1,152  

４．賞与引当金  643  634  929  

５．その他  4,163  3,895  3,377  

流動負債合計  13,000 17.8 12,198 16.0 12,330 16.4 

Ⅱ．固定負債        

１．新株予約権付社債  4,690  4,590  4,590  

２．退職給付引当金  5,294  5,442  5,399  

３．役員退職慰労引当金  1,434  1,463  1,454  

４．その他  －  218  －  

固定負債合計  11,418 15.6 11,714 15.4 11,444 15.3 

負債合計  24,418 33.4 23,913 31.4 23,774 31.7 

        

（資本の部）        

Ⅰ．資本金  4,197 5.7 4,247 5.6 4,247 5.7 

Ⅱ．資本剰余金        

１．資本準備金  5,387  5,437  5,437  

２．その他資本剰余金  0  0  0  

資本剰余金合計  5,387 7.4 5,437 7.1 5,437 7.2 

Ⅲ．利益剰余金        

１．利益準備金  394  394  394  

２．圧縮記帳積立金  347  346  347  

３．任意積立金  24,700  25,700  24,700  

４．中間（当期）未処分利益  10,629  12,024  12,566  

利益剰余金合計  36,071 49.4 38,464 50.4 38,008 50.7 

Ⅳ．その他有価証券評価差額金  3,027 4.1 4,208 5.5 3,550 4.7 

Ⅴ．自己株式  △13 △0.0 △14 △0.0 △13 △0.0 

資本合計  48,670 66.6 52,343 68.6 51,230 68.3 

負債・資本合計  73,089 100.0 76,257 100.0 75,004 100.0 

        



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（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 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

        

Ⅰ．売上高  21,418 100.0 20,702 100.0 45,570 100.0 

Ⅱ．売上原価  14,183 66.2 13,625 65.8 30,025 65.9 

売上総利益  7,235 33.8 7,076 34.2 15,544 34.1 

Ⅲ．販売費及び一般管理費  4,527 21.2 4,618 22.3 9,199 20.2 

営業利益  2,707 12.6 2,458 11.9 6,344 13.9 

Ⅳ．営業外収益 ※２ 173 0.8 253 1.2 331 0.8 

Ⅴ．営業外費用 ※３ 274 1.2 264 1.3 539 1.2 

経常利益  2,606 12.2 2,447 11.8 6,137 13.5 

Ⅵ．特別利益  2 0.0 20 0.1 1 0.0 

Ⅶ．特別損失  27 0.1 45 0.2 186 0.4 

税引前中間(当期)純利益  2,581 12.1 2,421 11.7 5,953 13.1 

法人税、住民税及び事業税  848 4.0 863 4.2 2,504 5.5 

法人税等調整額  146 0.7 28 0.1 △75 △0.1 

中間（当期）純利益  1,587 7.4 1,529 7.4 3,524 7.7 

前期繰越利益  9,042   10,494   9,042   

中間(当期)未処分利益  10,629  12,024  12,566  

        



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．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） 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(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 

同左 

(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 

同左 

 その他有価証券 

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) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

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） 

 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 

時価のないもの 

同左 

 (2)棚卸資産 

先入先出法による低価法 

(2)棚卸資産 

同左 

(2)棚卸資産 

同左 

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（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 

(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 

(2)無形固定資産 

同左 

３．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 

(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支

給見込額のうち、中間会計期間

負担額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

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。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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、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。 

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

基づく中間会計期間末要支給額

を計上しております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(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。 

 (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、内規に基づく中間会計期間

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)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．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 同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺し、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 (2)法人税、住民税及び事業税なら

びに法人税等調整額の計上方法 

当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による圧縮記帳積

立金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を

計算しております。 

(2)法人税、住民税及び事業税なら

びに法人税等調整額の計上方法 

同左 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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、当中間会計期間から同会

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。 

────── （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。 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間貸借対照表 

「有価証券」は、前中間会計期間まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間

末の「有価証券」の金額は3,508百万円であります。 

中間貸借対照表 

「建設仮勘定」は、前中間会計期間まで、有形固定

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間会計期間末において資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記いたしました。なお、前中間会

計期間末の「建設仮勘定」の金額は1,755百万円であ

ります。 



追加情報 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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

中間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、当中間会計期間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37

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。 

────── （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。 

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
33,236百万円 34,523百万円 33,970百万円 

２．受取手形割引高 140百万円 125百万円 134百万円 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．減価償却実施額 有形固定資産 1,060百万円 

無形固定資産 3 

有形固定資産 1,043百万円 

無形固定資産 4 

有形固定資産 2,259百万円 

無形固定資産 7 

※２．営業外収益の主要項

目 

受取利息 5百万円 

受取配当金 81 

設備賃貸料 54 

受取利息 6百万円 

受取配当金 140 

設備賃貸料 36 

受取利息 12百万円 

受取配当金 137 

設備賃貸料 90 

※３．営業外費用の主要項

目 

支払利息 3百万円 

棚卸資産廃棄損 163 

支払利息 2百万円 

棚卸資産廃棄損 193 

支払利息 6百万円 

棚卸資産廃棄損 273 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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 

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

び中間期末残高相当額 

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

び中間期末残高相当額 

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) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固
定資産 
「その
他」 
(工具器
具備品) 

522 180 341 

合計 522 180 341 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固
定資産 
「その
他」 
(工具器
具備品) 

680 260 419 

合計 680 260 419 

 
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)

有形固
定資産 
「その
他」 
(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

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

同左 （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。 

 ２．未経過リース料中間期末残高

相当額 

２．未経過リース料中間期末残高

相当額 

２．未経過リース料期末残高相当

額 

 １年内 102百万円 

１年超 239 

合計 341百万円 

１年内 133百万円 

１年超 286 

合計 419百万円 

１年内 122百万円 

１年超 282 

合計 405百万円 

 （注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左 （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。 

 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 

３．支払リース料及び減価償却費

相当額 

 支払リース料 54百万円 

減価償却費相当

額 
54百万円 

支払リース料 66百万円 

減価償却費相当

額 
66百万円 

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 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (減損損失について) 

リース資産に配分された減損

損失はありませんので、項目

等の記載は省略しておりま

す。 

  

(減損損失について) 

同左 

(減損損失について) 

同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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 1,181円51銭

１株当たり中間純利益   39円22銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
  35円89銭

１株当たり純資産額  1,268円70銭

１株当たり中間純利益     37円08銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
    34円60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

 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日)

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 1,587 1,529 3,524 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 42 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (42) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
1,587 1,529 3,481 

期中平均株式数（株） 40,470,870 41,258,044 40,834,190 

        

潜在株式調整後１株当たり中間(当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額(百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 3,750,231 2,961,290 3,386,104 

（うち新株予約権） (3,750,231) (2,961,290) (3,386,104) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期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44期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月21日関東財務局長に提出 

(2)有価証券報告書の訂正報告書 

 平成18年6月21日関東財務局長に提出 

 事業年度（第40期）（自 平成12年10月１日 至 平成13年９月30日）および（第41期）（自 平成13年10月１日

至 平成14年９月30日）、（第42期）（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日）、（第43期）（自 平成15

年10月１日 至 平成16年９月30日）ならびに（第44期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）の有価

証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(3)半期報告書の訂正報告書 

 平成18年6月21日関東財務局長に提出 

 （第40期中）（自 平成12年10月１日 至 平成13年３月31日）および（第41期中）（自 平成13年10月１日 至

平成14年３月31日）、（第42期中）（自 平成14年10月１日 至 平成15年３月31日）、（第43期中）（自 平成15

年10月１日 至 平成16年３月31日）ならびに（第44期中）（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）の半

期報告書に係る訂正報告書であります。 



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。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成１７年６月１０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中間連結会計期間（平成１６年

１０月１日から平成１７年３月３１日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

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３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成１８年６月１３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１７年１０月１日から平成１８年９月３０日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年

１０月１日から平成１８年３月３１日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、長谷川香料株式会社及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成１７年６月１０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期事業年度の中間会計期間（平成１６年

１０月１日から平成１７年３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書につい

て中間監査を行った。この中間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中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、長谷川香料株式会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年１

０月１日から平成１７年３月３１日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成１８年６月１３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１７年１０月１日から平成１８年９月３０日までの第４５期事業年度の中間会計期間（平成１７年

１０月１日から平成１８年３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書につい

て中間監査を行った。この中間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中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、長谷川香料株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１

０月１日から平成１８年３月３１日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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