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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

回次 第45期中 第46期中 第47期中 第45期 第46期

会計期間

自平成17年
10月１日
至平成18年
３月31日

自平成18年
10月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
３月31日

自平成17年
10月１日
至平成18年
９月30日

自平成18年
10月１日
至平成19年
９月30日

売上高（百万円） 22,063 23,724 22,015 47,000 50,066

経常利益（百万円） 2,434 2,893 1,668 5,918 6,443

中間（当期）純利益（百万円） 1,536 1,862 1,028 3,713 4,147

純資産額（百万円） 52,849 56,408 58,156 55,104 59,024

総資産額（百万円） 77,004 80,058 79,154 79,735 84,010

１株当たり純資産額（円） 1,280.96 1,367.29 1,380.35 1,335.62 1,407.73

１株当たり中間（当期）純利益

（円）
37.24 45.13 24.52 90.00 100.12

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益（円）
34.74 42.11 23.27 83.98 93.80

自己資本比率（％） 68.6 70.5 73.5 69.1 70.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,268 4,400 4,569 4,160 7,693

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,935 △2,362 △5,695 △4,504 △3,872

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,031 △1,034 △840 △1,032 △1,448

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高（百万円）
10,876 12,216 11,292 11,204 13,526

従業員数

[外、平均臨時雇用者数]（人）

1,005

[332]

1,038

[343]

1,062

[337]

1,050

[331]

1,068

[346]

　（注）１. 売上高に消費税等は含まれておりません。

２．第45期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しております。
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(2)提出会社の経営指標等

回次 第45期中 第46期中 第47期中 第45期 第46期

会計期間

自平成17年
10月１日
至平成18年
３月31日

自平成18年
10月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
３月31日

自平成17年
10月１日
至平成18年
９月30日

自平成18年
10月１日
至平成19年
９月30日

売上高（百万円） 20,702 21,837 20,006 43,784 45,955

経常利益（百万円） 2,447 2,704 1,818 5,535 5,853

中間（当期）純利益（百万円） 1,529 1,709 1,264 3,374 3,708

資本金（百万円） 4,247 4,247 4,927 4,247 4,769

発行済株式総数（株） 41,266,871 41,266,871 42,143,640 41,266,871 41,940,415

純資産額（百万円） 52,343 55,266 57,699 54,193 57,628

総資産額（百万円） 76,257 78,512 78,217 78,528 82,131

１株当たり純資産額（円） 1,268.70 1,339.60 1,369.52 1,313.53 1,374.45

１株当たり中間（当期）純利益

（円）
37.08 41.43 30.13 81.79 89.52

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円）
34.60 38.65 28.59 76.32 83.86

１株当たり配当額（円） － 10.00 10.00 25.00 30.00

自己資本比率（％） 68.6 70.4 73.8 69.0 70.2

従業員数

[外、平均臨時雇用者数]（人）

827

[238]

839

[258]

847

[255]

855

[240]

856

[260]

　（注）１. 売上高に消費税等は含まれておりません。

２．第45期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しております。
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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６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

　 平成20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 96 (17)

食品部門 483 (265)

共通 483 (55)

合計 1,062 (337)

　（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、当社グループ外からの出向者1名を含み、当社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

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 847 (255)

　（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、受入出向者1名を含み、他社への出向者33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。
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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、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速、原油や原

材料価格の高騰などにより景気は不透明感を増しました。

　一方、香料業界におきましては国内市場の嗜好の変化、同業者間での競争激化、原油や原材料の値上がりによ

るコストアップ、品質保証に対する要求強化など依然として厳しい状況にあります。

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

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

　当中間連結会計期間におきましては、諸環境の変化並びに消費者の嗜好の変化等を主因に、当社グループの業

績は以下に示すとおりとなりました。

　売上高は220億15百万円（前中間連結会計期間比7.2％減）と減収となりました。

　部門別に見ますと、フレグランス部門（製品：売上高25億36百万円、前中間連結会計期間比3.2％増　商品：売

上高２億77百万円、前中間連結会計期間比0.4％増）では、製品はハウスホールド製品向けの売上増を主因に前

中間連結会計期間比増加いたしました。商品は化粧品向けの売上増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180億10百万円、前中間連結会計期間比8.5％減　商品：売上高11億91百万円、前中間連

結会計期間比8.2％減）では、製品は茶系飲料向け、フルーツ加工品及び即席めん向けの売上減少を主因に前中

間連結会計期間比減少いたしました。商品はフルーツ加工品の売上減少を主因に前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、営業利益は売上減による売上総利益の減少を主因に前中間連結会計期間に比べ10億64

百万円（35.3％）減少し、19億47百万円となりました。経常利益は営業利益の減少を主因に前中間連結会計期間

に比べ12億25百万円（42.3％）減少し、16億68百万円となりました。中間純利益は、前中間連結会計期間に比べ

８億33百万円（44.7％）減少し、10億28百万円となりました。

　なお、海外連結子会社は、長谷川香料（上海）有限公司の売上高は前中間連結会計期間比7.2％の増収、T.

HASEGAWA U.S.A.,INC.は同6.6％の減収となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　①日本

　日本国内の売上高は200億６百万円、営業利益は16億51百万円となりました。

　②その他の地域

　その他の地域の売上高は25億33百万円、営業利益は３億９百万円となりました。

　なお、当中間連結会計期間より所在地別セグメント情報を開示しているため、前中間連結会計期間との

  比較はありません。

（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、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。
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(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、45億69百万円（前中間連結会計期間は44億円）となりました。主な要

因は、税金等調整前中間純利益が16億77百万円（前中間連結会計期間は29億1百万円）、減価償却費が15億58百

万円（前中間連結会計期間は13億83百万円）、また売上の減少に加え、前中間期末日が金融機関の休日であった

のに対し、当中間期末日が同営業日であったことにより、売上債権が43億99百万円の減少(前中間連結会計期間

は7億69百万円の減少）となったこと及び法人税等の支払額が10億38百万円（前中間連結会計期間は10億74百万

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、△56億95百万円（前中間連結会計期間は△23億62百万円）となりまし

た。主な要因は、総合研究所建設・板倉工場（食品部門）の増強・長谷川香料(蘇州)有限公司における工場建設

など有形固定資産取得による支出が48億49百万円（前中間連結会計期間は16億80百万円）、及び新基幹業務シス

テムの一部について無形固定資産の取得による支出が1億81百万円（前中間連結会計期間は7億34百万円）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、△8億40百万円（前中間連結会計期間は△10億34百万円）となりまし

た。主な要因は、配当金の支払額が8億39百万円（前中間連結会計期間は10億31百万円）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22億34百万円減少

し112億92百万円となりました。
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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。

事業の部門別
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 1,650 7.6

食品部門（百万円） 13,322 2.2

合計（百万円） 14,973 2.7

　（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。

事業の部門別
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 246 3.7

食品部門（百万円） 976 △23.0

合計（百万円） 1,222 △18.8

　（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。

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 2,659 8.5 323 10.7

食品部門 18,033 △10.1 1,280 △20.9

小計 20,693 △8.1 1,603 △16.1

商品     

フレグランス部門 276 △4.0 19 △26.4

食品部門 1,135 △8.8 120 4.8

小計 1,412 △7.9 140 △1.1

合計 22,105 △8.0 1,744 △15.0

　（注）　金額は販売価格で表示しております。
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(4）販売実績

　当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。

事業の部門別
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

製品   

フレグランス部門（百万円） 2,536 3.2

食品部門（百万円） 18,010 △8.5

小計（百万円） 20,546 △7.2

商品   

フレグランス部門（百万円） 277 0.4

食品部門（百万円） 1,191 △8.2

小計（百万円） 1,469 △6.7

合計（百万円） 22,015 △7.2

　（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。

相手先
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

森永乳業（株）
金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

3,817 16.1 3,527 16.0

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。

４【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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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、研究・技術開発における総合力強化のため、現在、神奈川県川崎市にある技術研究所内におきまして総合研究所

の建設を進めております。なお、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

　国内の香粧品市場は、いまや成熟期にあり、国内外の香料メーカー間の競争は一段と激しさを増しております。中国

など海外の成長市場におきましても、顧客獲得の競争が激化しております。

　このような状況におきまして、安全・品質・環境重視を最優先しつつ、調香技術の更なる向上に努め、顧客先と一体

になって研究開発を行ってまいりました。独自の香気成分捕集法（アクアスペース法）による自然な香りの再現の応

用、アプリケーション面での新しい製品形態の提案、嗜好調査やマーケティング調査からの顧客ニーズの確実な把握、

コスト低減に係る研究などに取り組みました。

　その結果、数多くの製品が国内外の顧客先より採用されました。

　また、新しい香粧品関連素材や機能性素材の研究開発も具体化され、顧客先の新製品に採用される成果を挙げまし

た。

　中国子会社の長谷川香料（上海）有限公司に対しましても、現地の市場調査を踏まえた技術支援を更に強化し、新規

顧客先確保に全力を挙げております。

(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挙げま

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挙げております。

　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。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

半期報告書

 9/66



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

質等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17億12百万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20年３月31日現在、270名であります。        
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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。

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

食品部門の

香料製造設備 
1,172

平成

20.1

香料製造装置

1,200トン/年

の増加 

　（注）金額には消費税等を含めておりません。

(2) 重要な設備の新設等

　  特記すべき事項はありません。

(3) 重要な設備の除却等

 　 特記すべき事項はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月25日）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名

内容

普通株式 42,143,640 42,143,640
東京証券取引所

（市場第一部）
－

計 42,143,640 42,143,640 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20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。　
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（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

　
中間会計期間末現在
（平成20年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 3,231 3,231　

新株予約権の数（個） 3,231 3,231　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

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） 2,084,516 2,084,516　

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

代用払込みに関する事項

旧商法第341条ノ3第1項

第7号及び第8号により、

本新株予約権を行使した

ときは当該本新株予約権

に係る本社債の全額の償

還に代えて当該本新株予

約権の行使に際して払込

をなすべき額の全額の払

込があったものとみな

す。

 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　 ―  ―
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

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19年10月１日～ 

 平成20年３月31日
203,225 42,143,640 157 4,927 157 6,116

 （注）新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【大株主の状況】

　 平成20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（％）
（注：小数点第3　
　　
　位以下切捨）

㈱長谷川藤太郎商店 東京都中央区日本橋本町4-4-14 175,746 41.70

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

ト銀行兜町証券決済業務室） 

 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) 

98,931 　  23.47

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 4.74

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 14,228 3.37

メロン　バンク　トリーティー　クラ

イアンツ　オムニバス

（常任代理人香港上海銀行東京支

店）

ワン　ボストン　プレース　ボストン，　

MA02108，米国

（東京都中央区日本橋3-11-1）

6,278 1.48

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社

東京都中央区晴海1-8-11 5,210 1.23

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)

4,872 1.15

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社

東京都港区浜松町2-11-3 2,987 0.70

 林　良四郎  東京都世田谷区 2,710 0.64

 第一生命保険相互会社

（常任代理人　資産管理サービス信 

 託銀行株式会社）

 東京都千代田区有楽町1-13-1

 （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）

2,600 0.61

 計  ― 333,563 79.14

（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㈱5,210百株、日本マス

タートラスト信託銀行㈱2,987百株であります。

　　　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

　　　　　％を超えていますが、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20年１月30日付で

          提出された大量保有報告書等の写しにより平成20年１月28日現在で91,564百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

　　　　　写し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 9,156,400株

　          株券等保有割合：　21.83％
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20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 12,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 42,084,500 420,845 －

単元未満株式 普通株式 46,840 － －

発行済株式総数  42,143,640 － －

総株主の議決権  － 420,845 －

（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。

②【自己株式等】

　 平成20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
12,300 ― 12,300 0.02

計 － 12,300 ― 12,300 0.02

 

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】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 2,165 2,060 1,801 1,751 1,901 1,879

最低（円） 1,965 1,679 1,710 1,502 1,633 1,663

　（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。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

半期報告書

16/66



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。

　なお、前中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基

づき、当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）は、改正後の中間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。

　なお、前中間会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）は、改正後の中間財務諸表等規則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18年10月１日　至平成19年３月31日）

の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（自平成18年10月１日　至平成19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監査を受けております。また、当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中

間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（自平成19年

10月１日　至平成20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監査を受けております。
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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19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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   9,228   10,303   10,040  

２．受取手形及び
売掛金

※２  17,109   13,810   18,315  

３．有価証券 　  3,397   1,998   3,995  

４．棚卸資産   10,880   11,099   10,656  

５．繰延税金資産   614   562   719  

６．その他   295   320   428  

７．貸倒引当金   △5   △4   △6  

流動資産合計   41,521 51.9  38,091 48.1  44,149 52.6

Ⅱ．固定資産           

(1)有形固定資産           

１．建物及び構築物  22,566   23,479   23,021   

減価償却累計額  11,738 10,827  12,455 11,023  12,144 10,876  

２．機械装置及び運搬
具

 30,344   31,025   30,643   

減価償却累計額  23,961 6,383  25,091 5,934  24,621 6,021  

３．工具器具備品  3,568   3,643   3,611   

減価償却累計額  2,750 818  2,892 751  2,830 780  

４．土地   6,022   6,165   6,020  

５．建設仮勘定   680   3,718   2,021  

有形固定資産合計   24,733 30.9  27,593 34.9  25,721 30.6

(2)無形固定資産   1,853 2.3  1,855 2.3  1,949 2.3

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券   11,174   9,954   10,909  

２．保険積立金   128   －   －  

３．繰延税金資産   28   414   28  

４．その他   645   1,272   1,280  

５．貸倒引当金   △25   △28   △29  

投資その他の資産合
計

  11,950 14.9  11,613 14.7  12,189 14.5

固定資産合計   38,537 48.1  41,062 51.9  39,860 47.4

資産合計   80,058 100.0  79,154 100.0  84,010 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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

　  6,880   6,517   7,287  

２．未払法人税等   973   554   1,059  

３．賞与引当金   649   658   957  

４．役員賞与引当金   －   －   12  

５．その他   2,989   5,952   8,242  

流動負債合計   11,493 14.3  13,682 17.3  17,559 20.9

Ⅱ．固定負債           

１．新株予約権付社債 　  4,590   －   －  

２．退職給付引当金   5,707   5,754   5,770  

３．役員退職慰労
引当金

  1,500   1,538   1,519  

４．その他   357   22   136  

固定負債合計   12,155 15.2  7,315 9.2  7,426 8.8

負債合計   23,649 29.5  20,998 26.5  24,986 29.7

           

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  4,247   4,927   4,769  

２．資本剰余金 　  5,437   6,117   5,959  

３．利益剰余金 　  42,182   44,245   44,055  

４．自己株式 　  △17   △20   △19  

株主資本合計 　  51,850 64.8  55,269 69.8  54,765 65.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  4,611   3,676   4,345  

２．為替換算調整勘定 　  △53   △790   △86  

評価・換算差額等合
計

　  4,558 5.7  2,886 3.7  4,258 5.1

純資産合計 　  56,408 70.5  58,156 73.5  59,024 70.3

負債純資産合計 　  80,058 100.0  79,154 100.0  84,010 100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19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   23,724 100.0  22,015 100.0  50,066 100.0

Ⅱ．売上原価   15,421 65.0  14,740 67.0  32,728 65.4

売上総利益   8,303 35.0  7,274 33.0  17,338 34.6

Ⅲ．販売費及び
一般管理費

          

１．販売手数料  155   127   336   

２．荷造運送費  489   468   1,013   

３．給料手当  2,116   2,099   4,509   

４．賞与引当金繰入額  398   390   584   

５．役員賞与引当金繰入
額

 －   －   12   

６．退職給付費用  283   257   517   

７．役員退職慰労引当金
繰入額

 30   27   58   

８．福利厚生費  349   355   708   

９．賃借料  219   232   446   

10．減価償却費  195   251   450   

11. その他  1,053 5,291 22.3 1,116 5,327 24.2 2,192 10,829 21.6

営業利益   3,011 12.7  1,947 8.8  6,508 13.0

Ⅳ．営業外収益           

１．受取利息  34   65   100   

２．受取配当金  65   68   154   

３．設備賃貸料  36   －   －   

４．その他  60 196 0.8 69 203 1.0 119 374 0.8

Ⅴ．営業外費用           

１．支払利息  0   1   0   

２．棚卸資産廃棄損  243   236   346   

３．貸与資産減価
償却費

 26   －   －   

４．貸与資産修繕費  30   －   －   

５．為替差損  －   163   53   

６．その他  13 314 1.3 81 483 2.2 39 439 0.9

経常利益   2,893 12.2  1,668 7.6  6,443 12.9
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前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19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．貸倒引当金戻入益 　 3   0   1   

２．固定資産売却益 ※1 －   －   3   

３．投資有価証券売却益 60 63 0.2 38 39 0.2 60 65 0.1

Ⅶ．特別損失           

１．固定資産売却損 ※2 －   －   0   

２．固定資産廃棄損 ※3 54   29   92   

３．貸倒引当金繰入額
　

 1 55 0.2 0 30 0.2 5 97 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

  2,901 12.2  1,677 7.6  6,411 12.8

法人税、住民税及び
事業税

 933   540   2,306   

法人税等調整額  106 1,039 4.4 107 648 2.9 △43 2,263 4.5

中間（当期）純利益   1,862 7.8  1,028 4.7  4,147 8.3
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高

（百万円）
4,247 5,437 41,351 △14 51,022

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △1,031  △1,031

中間純利益   1,862  1,862

自己株式の取得    △2 △2

自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額(純額)      

中間連結会計期間中の変動額合
計

（百万円）
－ 0 830 △2 827

平成19年３月31日残高

（百万円）
4,247 5,437 42,182 △17 51,850

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算調整

勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年９月30日残高

（百万円）
4,213 △131 4,081 55,104

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △1,031

中間純利益    1,862

自己株式の取得    △2

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額(純額) 398 78 476 476

中間連結会計期間中の変動額合
計

（百万円）
398 78 476 1,304

平成19年３月31日残高

（百万円）
4,611 △53 4,558 56,408

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日残高

（百万円）
4,769 5,959 44,055 △19 54,765

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 157 157   315

剰余金の配当   △838  △838

中間純利益   1,028  1,028

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額(純額)      

中間連結会計期間中の変動額合
計

（百万円）
157 157 190 △1 504
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年３月31日残高

（百万円）
4,927 6,117 44,245 △20 55,269

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算調整

勘定

評価・換算

差額等合計

平成19年９月30日残高

（百万円）
4,345 △86 4,258 59,024

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行    315

剰余金の配当    △838

中間純利益    1,028

自己株式の取得    △1

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額(純額) △668 △703 △1,372 △1,372

中間連結会計期間中の変動額合
計

（百万円）
△668 △703 △1,372 △868

平成20年３月31日残高

（百万円）
3,676 △790 2,886 58,156

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高

（百万円）
4,247 5,437 41,351 △14 51,022

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 522 522   1,044

剰余金の配当   △1,444  △1,444

当期純利益   4,147  4,147

自己株式の取得    △5 △5

自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

522 522 2,703 △5 3,742

平成19年９月30日残高

（百万円）
4,769 5,959 44,055 △19 54,765

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算調整

勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年９月30日残高

（百万円）
4,213 △131 4,081 55,104

連結会計年度中の変動額     

新株の発行    1,044

剰余金の配当    △1,444

当期純利益    4,147

自己株式の取得    △5
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評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算調整

勘定

評価・換算

差額等合計

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額) 132 44 177 177

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

132 44 177 3,919

平成19年９月30日残高

（百万円）
4,345 △86 4,258 59,024
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19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
 2,901 1,677 6,411

減価償却費  1,383 1,558 2,985

退職給付引当金の増減額(△
減少額)

 67 △11 130

役員退職慰労引当金の増加

額
 14 19 33

賞与引当金の増減額(△減少
額)

 △291 △299 16

役員賞与引当金の減少額  △42 △12 △30

貸倒引当金の増減額(△減少
額)

 △2 △2 2

受取利息及び受取配当金  △99 △134 △254

支払利息  0 1 0

為替差損益(△差益)  △0 67 0

有形固定資産売却益  - - △3

有形固定資産売却損  - - 0

有形固定資産廃棄損  39 22 59

投資有価証券評価損  - 34 -

投資有価証券売却益  △60 △38 △60

売上債権の増減額(△増加
額）

 769 4,399 △433

棚卸資産の増減額(△増加額
)

 △55 △550 165

仕入債務の増減額(△減少額
)

 256 △720 666

未払費用の増減額(△減少
額）

 8 △325 100

未払消費税等の増減額(△減
少額）

 168 △298 303

その他  315 87 △287

小計  5,374 5,476 9,803

利息及び配当金の受取額  100 133 252

利息の支払額  △0 △1 △0

法人税等の支払額  △1,074 △1,038 △2,362

営業活動による
キャッシュ・フロー

 4,400 4,569 7,693
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前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20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18年10月１日
至　平成19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

 - △500 △500

有価証券の売却に
よる収入

 - - 400

投資有価証券の取得に
よる支出

 △37 △218 △220

投資有価証券の売却に
よる収入

 90 52 90

有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,680 △4,849 △2,461

有形固定資産の売却に
よる収入

 - - 7

無形固定資産の取得に
よる支出

　 △734 △181 △1,189

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △2,362 △5,695 △3,872

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

配当金の支払額  △1,031 △839 △1,443

その他  △2 △1 △4

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △1,034 △840 △1,448

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 6 △268 △50

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

 1,011 △2,234 2,321

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 11,204 13,526 11,204

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高

 ※１ 12,216 11,292 13,526
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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　　４社

連結子会社の名称

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

長谷川香料（上海）有限公司

長谷川香料（蘇州）有限公司

長谷川ファインフーズ(株)

①連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

　同左

①連結子会社の数　　４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・テイ・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・テイ・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）有限公司及び長谷川香料

（蘇州）有限公司の決算日は、12月

31日であります。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）有限公司及び長谷川香料

（蘇州）有限公司の決算日は、12月

31日であります。連結財務諸表の作

成に当たっては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

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

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

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

主として総平均法による低価

法

(追加情報）

　連結財務諸表提出会社は、前中

間連結会計期間においては、先

入先出法による低価法によって

おりましたが、前連結会計年度

の下半期において総平均法によ

る低価法に変更しております。

　前中間連結会計期間を変更後

の方法によった場合の前中間連

結財務諸表に与える影響は軽微

であります。

②棚卸資産

同左

 

──────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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

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

  

   （追加情報）

　当中間連結会計期間より当社及

び国内連結子会社は、法人税法改

正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　この結果、営業利益は61百万円、

経常利益及び税金等調整前中間純

利益はそれぞれ62百万円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

──────

 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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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、当連結会計年度において負

担すべき額を計上しておりま

す。

 ③役員賞与引当金

──────

③役員賞与引当金

──────

③役員賞与引当金

当社は、取締役及び監査役に対

する賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度末における年

間支給見込額に基づき、

当連結会計年度において負担

すべき額を計上しております。

 ④退職給付引当金

当社及び在外連結子会社１社

は従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、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。

④退職給付引当金

同左

　

　

④退職給付引当金

当社及び在外連結子会社１社

は従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。

なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)による

定額法により、翌連結会計年度

から費用処理しております。

また、当社は執行役員(取締役

である執行役員を除く)に対す

る退職慰労金の支給に備えて、

内規に基づく連結会計年度末

要支給額を計上しております。

 ⑤役員退職慰労引当金

当社は取締役及び監査役の退

職慰労金の支給に備えて、内規

に基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しております。

⑤役員退職慰労引当金

同左

⑤役員退職慰労引当金

当社は取締役及び監査役の退

職慰労金の支給に備えて、内規

に基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。

(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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
　　至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
　　至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
　　至　平成19年９月30日）

────── ────── （棚卸資産の評価基準及び評価方法）

　連結財務諸表提出会社は、従来、先入先出法

による低価法によっておりましたが、新原価

計算システムの導入を契機に、会計業務の合

理化を図るため、当連結会計年度より総平均

法による低価法に変更いたしました。

この変更による当連結会計年度の連結財務諸

表に与える影響は軽微であります。

　なお、新原価計算システムの導入は下期にお

こなったため、上記の変更も下期におこなっ

ております。

　したがって、当中間連結会計期間は従来の評

価方法によっておりますが、当中間連結会計

期間を変更後の評価方法によった場合の中間

連結財務諸表に与える影響は軽微でありま

す。

────── ────── （有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当連結会計年度より当社及び国内連結子会

社は、平成19年度の法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　なお、この変更による影響額は軽微でありま

す。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

半期報告書

32/66



表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

 ──────────────  （中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間末において区分掲記しておりました投

資その他の資産の「保険積立金」は、当中間連結会計期間

末において重要性が乏しくなったため、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しております。

なお、当中間連結会計期間末における「保険積立金」の金

額は、144百万円であります。

 ──────────────  （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「貸

与資産減価償却費」は、当中間連結会計期間において重要

性が乏しくなったため、営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。

なお、当中間連結会計期間における「貸与資産減価償却

費」の金額は、2百万円であります。

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「貸

与資産修繕費」は、当中間連結会計期間において重要性が

乏しくなったため、営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。

なお、当中間連結会計期間における「貸与資産修繕費」の

金額は、31百万円であります。

営業外費用の「為替差損」は、当中間連結会計期間におい

て営業外費用の総額の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、前中間連結会計期間の「為替差損」の金額は7百万円

であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

1．受取手形割引高 11百万円 1．受取手形割引高 133百万円 1．受取手形割引高 79百万円

※２．期末日満期手形の会計処理

中間期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間連結会計期間の末日が金融機

関の休日であったため、次の中間期末日満期

手形が、中間連結会計期間末残高に含まれて

おります。

受取手形 　　202百万円

───────── ※２．期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理しております。な

お、当連結会計年度の末日が金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が、連結会

計年度末残高に含まれております。

 

受取手形 　　 121百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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 3百万円

工具器具備品 0 

計 3百万円

　　　　　　────── 　　　　　　────── ※2．固定資産売却損の内訳
  工具器具備品  0百万円

※3．固定資産廃棄損の内訳 ※3．固定資産廃棄損の内訳 ※3．固定資産廃棄損の内訳

建物及び構築物 31百万円

機械装置及び運搬具 15 

工具器具備品 7 

計 54百万円

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び運搬具 15 

工具器具備品 5 

計 29百万円

建物及び構築物 47百万円

機械装置及び運搬具 34 

工具器具備品 10 

計 92百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 41,266 － － 41,266

合計 41,266 － － 41,266

自己株式     

普通株式 9 1 0 10

合計 9 1 0 10

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

買増し請求による売渡しによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社 平成15年新株予約権 普通株式 2,961 － － 2,961 －

合計 － － － － － －

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月21日

定時株主総会
普通株式 1,031 25 平成18年９月30日 平成18年12月22日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月18日

取締役会
普通株式 412  利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年６月11日

当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 41,940 203 － 42,143

合計 41,940 203 － 42,143

自己株式     

普通株式 11 0 0 12

合計 11 0 0 12

(注)  １．発行済株式の数の増加は、新株予約権の行使による新株の発行によるものであります。

２．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であり、自己株式の数の減少は、単元未満株
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式の買増し請求による売渡しによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社 平成15年新株予約権 普通株式 2,287 － 203 2,084 －

合計 － － － － － －

(注)  新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月21日

取締役会
普通株式 838 20 平成19年９月30日 平成19年12月21日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月12日

取締役会
普通株式 421  利益剰余金 10 平成20年３月31日 平成20年６月９日

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 41,266 673 － 41,940

合計 41,266 673 － 41,940

自己株式     

普通株式 9 2 0 11

合計 9 2 0 11

(注)  １．発行済株式の数の増加は、新株予約権の行使による新株の発行によるものであります。

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

式の買増し請求による売渡しによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 平成15年新株予約権 普通株式 2,961 － 673 2,287 －

合計 － － － － － －

(注)  新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額
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（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月21日

定時株主総会
普通株式 1,031 25 平成18年９月30日 平成18年12月22日

平成19年５月18日

取締役会
普通株式 412 10 平成19年３月31日 平成19年６月11日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月21日

取締役会
普通株式 838  利益剰余金 20 平成19年９月30日 平成19年12月21日
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（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

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19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19年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 9,228百万円

有価証券勘定 3,397 

計 12,626百万円

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
△400

 

現金及び現金同等物 12,216百万円

(平成20年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 10,303百万円

有価証券勘定 1,998 

計 12,302百万円

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
△1,000

 

現金及び現金同等物 11,292百万円

(平成19年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 10,040百万円

有価証券勘定 3,995 

計 14,036百万円

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
△500

 

現金及び現金同等物 13,526百万円

　 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
157百万円

新株予約権の行使による

資本剰余金増加額
157
 

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額
315百万円

　

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
522百万円

新株予約権の行使による

資本剰余金増加額
522
 

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額
1,044百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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

761 349 412

合計 761 349 412

 
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

766 369 397

合計 766 369 397

 
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

840 429 410

合計 840 429 410

（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 146百万円

１年超 266 

　合計 412百万円

１年内 146百万円

１年超 251 

　合計 397百万円

１年内 148百万円

１年超 262 

　合計 410百万円

（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 70百万円

減価償却費相当額 70百万円

支払リース料 82百万円

減価償却費相当額 82百万円

支払リース料 150百万円

減価償却費相当額 150百万円

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 22百万円

１年超 7 

　合計 29百万円

１年内 20百万円

１年超 58 

　合計 79百万円

１年内 14百万円

１年超 8 

　合計 22百万円

(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
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（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

 

前中間連結会計期間末（平成19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 2,667 10,416 7,748

(2)債券    

国債・地方債等   -  -  - 

社債   -  -  - 

その他   -  -  - 

(3)その他  -  -  - 

合計 2,667 10,416 7,748

２　時価評価されていない有価証券の主な内容

 
前中間連結会計期間末（平成19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 900

　　　短期社債 2,997

（２）非連結子会社及び関連会社株式 23

（３）その他有価証券  

　　　非上場株式 234

  

（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）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間連結会計期間末（平成20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 3,019 9,196 6,177

(2)債券    

国債・地方債等 -  - -

社債  - - -

その他  -  - -

(3)その他  500 500 0

合計 3,519 9,697 6,177

２　時価評価されていない有価証券の主な内容
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当中間連結会計期間末（平成20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 1,000

　　　短期社債 998

（２）非連結子会社及び関連会社株式 23

（３）その他有価証券  

　　　非上場株式 234

  

（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において、時価のある投資有価証券について34百万円の減損処理をしております。

（前連結会計年度）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度末（平成19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 2,850 10,151 7,301

(2)債券    

国債・地方債等 - - - 

社債 -  - - 

その他  - - - 

(3)その他  - - - 

合計 2,850 10,151 7,301

２　時価評価されていない有価証券の主な内容

 
前連結会計年度末（平成19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 1,000

　　　短期社債 3,495

（２）非連結子会社及び関連会社株式 23

（３）その他有価証券  

　　　非上場株式 235

  

（注）取得原価に比べ、時価のある有価証券は期末における時価が30％以上下落した場合に、時価のない有価証

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。
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間）（自　平成18年10月１日　至　平成19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19年10月１日　至　平成20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18年10月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

（前中間連結会計期間）　（自　平成18年10月１日　至　平成19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19年10月１日　至　平成20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18年10月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19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19年10月１日　至平成20年３月31日）

　　同上

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　　同上
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【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間において、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。

当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日） 　

 
日本

（百万円）
 その他の地域

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 19,588 2,427 22,015 － 22,015

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
418 105 524 (524) －

計 20,006 2,533 22,539 (524) 22,015

 営業費用 18,355 2,224 20,579 (511) 20,068

 営業利益 1,651 309 1,960 (12) 1,947

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

      ２. 本邦以外の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。

　　　　　その他の地域・・・・・・・・アジア、北米、欧州、オセアニア他

　　　３．追加情報

　　重要な減価償却資産の減価償却の方法

　当中間連結会計期間より当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより日本の営業費用は61百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。なお、日本以外のセグメントに与える影響はありません。

 前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日） 　

 
日本

（百万円）
 その他の地域

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 45,032 5,034 50,066 － 50,066

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
922 187 1,110 (1,110) －

計 45,955 5,221 51,177 (1,110) 50,066

 営業費用 40,076 4,609 44,686 (1,127) 43,558

 営業利益 5,878 611 6,490 17 6,508

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

      ２. 本邦以外の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。

　　　　　その他の地域・・・・・・・・アジア、北米、欧州、オセアニア他
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【海外売上高】

前中間連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）

　 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,029 818 3,848

 Ⅱ　連結売上高（百万円）   23,724

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.8 3.4 16.2

（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

当中間連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）

　 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,146 763 3,910

 Ⅱ　連結売上高（百万円）   22,015

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.3 3.5 17.8

（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

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,445 1,833 8,279

 Ⅱ　連結売上高（百万円）   50,066

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.9 3.6 16.5

（注）1.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

3.各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・・・・・中国、韓国及び東南アジア諸国
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額  1,367円29銭

１株当たり中間純利益     45円13銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
    42円11銭

１株当たり純資産額  1,380円35銭

１株当たり中間純利益     24円52銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
23円27銭

１株当たり純資産額 1,407円73銭

１株当たり当期純利益 100円12銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
  93円80銭

　（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19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） 1,862 1,028 4,147

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,862 1,028 4,147

期中平均株式数（株） 41,257,044 41,957,319 41,423,723

　    

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） 2,961,290 2,258,709 2,793,945

（うち新株予約権） (2,961,290) (2,258,709) (2,793,945)

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

────── ────── ──────

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。 　同左 　同左
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（２）【その他】

該当事項はありません。
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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19年３月31日)
当中間会計期間末

(平成20年３月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19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  7,537  7,992  6,939  

２．受取手形 ※３ 1,446  912  1,402  

３．売掛金  14,826  12,061  15,997  

４．有価証券  3,397  1,998  3,995  

５．棚卸資産  9,825  10,164  9,723  

６．その他  686  773  993  

７．貸倒引当金  △0  △0  △0  

流動資産合計  37,719 48.0 33,903 43.3 39,052 47.5

Ⅱ．固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1)建物  8,771  8,941  8,641  

(2)機械装置  6,057  5,556  5,616  

(3)土地  5,869  6,035  5,870  

(4)建設仮勘定  291  1,346  1,599  

(5)その他  1,726  1,661  1,702  

有形固定資産合計  22,715 28.9 23,541 30.1 23,430 28.6

２．無形固定資産  1,638 2.1 1,653 2.1 1,732 2.1

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券  13,343  12,632  13,079  

(2)その他  3,121  6,513  4,866  

(3)貸倒引当金  △25  △28  △29  

投資その他の資産合計  16,439 21.0 19,118 24.5 17,916 21.8

固定資産合計  40,793 52.0 44,314 56.7 43,079 52.5

資産合計  78,512 100.0 78,217 100.0 82,131 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年３月31日)
当中間会計期間末

(平成20年３月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19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 　 835  718  893  

２．買掛金  5,803  5,539  6,256  

３．未払法人税等  895  514  1,008  

４．賞与引当金  642  651  947  

５．役員賞与引当金  －  －  12  

６．その他  2,981  5,858  8,035  

流動負債合計  11,158 14.2 13,283 17.0 17,153 20.9

Ⅱ．固定負債        

１．新株予約権付社債  4,590  －  －  

２．退職給付引当金  5,661  5,696  5,718  

３．役員退職慰労引当金  1,500  1,538  1,519  

４．その他  334  －  111  

固定負債合計  12,087 15.4 7,235 9.2 7,349 8.9

負債合計  23,246 29.6 20,518 26.2 24,502 29.8

        

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　 4,247 5.4 4,927 6.3 4,769 5.8

２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 5,437  6,116  5,959  

(2）その他資本剰余金 　 0  0  0  

資本剰余金合計 　 5,437 6.9 6,117 7.8 5,959 7.3

３．利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 394  394  394  

(2）その他利益剰余金 　       

圧縮記帳積立金 　 344  343  343  

別途積立金 　 26,700  27,700  26,700  

繰越利益剰余金 　 13,548  14,562  15,136  

利益剰余金合計 　 40,987 52.2 42,999 55.0 42,573 51.8

４．自己株式 　 △17 △0.0 △20 △0.0 △19 △0.0

株主資本合計 　 50,655 64.5 54,022 69.1 53,283 64.9

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差額
金

　 4,611 5.9 3,676 4.7 4,345 5.3

評価・換算差額等合計 　 4,611 5.9 3,676 4.7 4,345 5.3

純資産合計 　 55,266 70.4 57,699 73.8 57,628 70.2

負債純資産合計 　 78,512 100.0 78,217 100.0 82,131 100.0
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②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19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   21,837 100.0  20,006 100.0  45,955 100.0

Ⅱ．売上原価   14,409 66.0  13,705 68.5  30,584 66.6

売上総利益   7,427 34.0  6,300 31.5  15,370 33.4

Ⅲ．販売費及び一般管理費   4,655 21.3  4,644 23.2  9,499 20.6

営業利益   2,772 12.7  1,655 8.3  5,871 12.8

Ⅳ．営業外収益 ※２  238 1.1  592 3.0  369 0.8

Ⅴ．営業外費用 ※３  307 1.4  429 2.2  386 0.9

経常利益   2,704 12.4  1,818 9.1  5,853 12.7

Ⅵ．特別利益   60 0.3  38 0.2  61 0.2

Ⅶ．特別損失   53 0.3  29 0.2  92 0.2

税引前中間(当期)純利益   2,712 12.4  1,827 9.1  5,822 12.7

法人税、住民税及び事業税  871   486   2,161   

法人税等調整額  132 1,003 4.6 76 563 2.8 △46 2,114 4.6

中間（当期）純利益   1,709 7.8  1,264 6.3  3,708 8.1
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年3月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主資
本合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本剰余
金合計

利益準
備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

圧縮記帳
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年9月30日　
残高　(百万円) 4,247 5,437 0 5,437 394 344 25,700 13,870 40,309 △14 49,980

中間会計期間中の
変動額            

剰余金の配当        △1,031 △1,031  △1,031
中間純利益        1,709 1,709  1,709
自己株式の取得          △2 △2
自己株式の処分   0 0      0 0
別途積立金
の積立       1,000 △1,000 －  －

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

           

中間会計期間中の
変動額合計
(百万円）

－ － 0 0 － － 1,000 △322 677 △2 674

平成19年3月31日　
残高　(百万円) 4,247 5,437 0 5,437 394 344 26,700 13,548 40,987 △17 50,655

 
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年9月30日　
残高　(百万円) 4,213 4,213 54,193

中間会計期間中の
変動額    

剰余金の配当   △1,031
中間純利益   1,709
自己株式の取得   △2
自己株式の処分   0
別途積立金
の積立   －

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

398 398 398

中間会計期間中
の変動額合計
(百万円)

398 398 1,073

平成19年3月31日　
残高　(百万円) 4,611 4,611 55,266

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年3月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主資
本合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本剰余
金合計

利益準
備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

圧縮記帳
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年9月30日　
残高　(百万円) 4,769 5,959 0 5,959 394 343 26,700 15,136 42,573 △19 53,283

中間会計期間中の
変動額            

 新株の発行 157 157  157       315
剰余金の配当        △838 △838  △838
中間純利益        1,264 1,264  1,264
自己株式の取得          △1 △1
自己株式の処分   0 0      0 0
別途積立金
の積立       1,000 △1,000 －  －

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

           

中間会計期間中の
変動額合計
(百万円)

157 157 0 157 － － 1,000 △574 425 △1 739
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主資
本合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本剰余
金合計

利益準
備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

圧縮記帳
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成20年3月31日　
残高　(百万円) 4,927 6,116 0 6,117 394 343 27,700 14,562 42,999 △20 54,022

 
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年9月30日　
残高　(百万円) 4,345 4,345 57,628

中間会計期間中の
変動額    

 新株の発行   315
剰余金の配当   △838
中間純利益   1,264
自己株式の取得   △1
自己株式の処分   0
別途積立金
の積立   －

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

△668 △668 △668

中間会計期間中
の変動額合計
(百万円)

△668 △668 70

平成20年3月31日　
残高　(百万円) 3,676 3,676 57,699

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

圧縮記帳
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年9月30日　残
高(百万円)
　

4,247 5,437 0 5,437 394 344 25,700 13,870 40,309 △14 49,980

事業年度中の
変動額            

新株の発行 522 522  522       1,044
剰余金の配当        △1,444 △1,444  △1,444
当期純利益        3,708 3,708  3,708
自己株式の取得          △5 △5
自己株式の処分   0 0      0 0
圧縮記帳積立金の
取崩      △1  1   －

別途積立金
の積立       1,000 △1,000   －

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純額)

           

事業年度中の変動額
合計(百万円) 522 522 0 522 － △1 1,000 1,265 2,264 △5 3,303

平成19年9月30日　残
高(百万円) 4,769 5,959 0 5,959 394 343 26,700 15,136 42,573 △19 53,283

 
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年9月30日　残
高(百万円9 4,213 4,213 54,193

事業年度中の
変動額    

新株の発行   1,044
剰余金の配当   △1,444
当期純利益   3,708
自己株式の取得   △5
自己株式の処分   0
圧縮記帳積立金の
取崩   －
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評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

別途積立金
の積立   －

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純額)

132 132 132

事業年度中の変動
額合計(百万円) 132 132 3,435

平成19年9月30日　残
高(百万円) 4,345 4,345 57,628
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

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

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

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

総平均法による低価法

(追加情報）

　前中間会計期間においては、先

入先出法による低価法によって

おりましたが、前事業年度の下半

期において総平均法による低価

法に変更しております。

　前中間会計期間を変更後の方法

によった場合の前中間財務諸表

に与える影響は軽微であります。

(2)棚卸資産

同左

──────
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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

  

  （追加情報）

　当中間会計期間より法人税法改

正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。この

結果、営業利益は61百万円、経常

利益及び税引前中間純利益はそ

れぞれ62百万円減少しておりま

す。

──────

 (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、

翌事業年度支給見込額のうち、

当事業年度において負担すべき

額を計上しております。

 (3)役員賞与引当金

──────

(3)役員賞与引当金

──────

(3)役員賞与引当金

取締役及び監査役に対する賞与

の支給に備えるため、当事業年

度末における年間支給見込額に

基づき、当事業年度において負

担すべき額を計上しておりま

す。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 (4)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。

(4)退職給付引当金

同左

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法によ

り、翌事業年度から費用処理し

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

基づく事業年度末要支給額を計

上しております。

 (5)役員退職慰労引当金

取締役及び監査役の退職慰労金

の支給に備えて、内規に基づく

中間会計期間末要支給額を計上

しております。

(5)役員退職慰労引当金

同左

(5)役員退職慰労引当金

取締役及び監査役の退職慰労金

の支給に備えて、内規に基づく

事業年度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

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。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

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

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

──────
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
　　至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
　　至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
　　至　平成19年９月30日）

────── ────── （棚卸資産の評価基準及び評価方法）

　従来、先入先出法による低価法によっており

ましたが、新原価計算システムの導入を契機

に、会計業務の合理化を図るため、当事業年度

より総平均法による低価法に変更いたしまし

た。この変更による当事業年度の財務諸表に

与える影響は軽微であります。

　なお、新原価計算システムの導入は下期にお

こなったため、上記の変更も下期におこなっ

ております。

　したがって、当中間会計期間は従来の評価方

法によっておりますが、当中間会計期間を変

更後の評価方法によった場合の中間財務諸表

に与える影響は軽微であります。

────── ────── （有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当事業年度より平成19年度の法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、この変更による影響額は軽微でありま

す。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
36,564百万円 38,755百万円 37,770百万円

２．受取手形割引高 11百万円 133百万円 79百万円

※３．期末日満期手形の会計

処理

中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中間会計

期間の末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手形が、

中間期末残高に含まれております。

受取手形 202百万円

───────── 期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当事業年度の末

日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、事業年度末

残高に含まれております。

 

受取手形 121百万円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．減価償却実施額 有形固定資産 1,285百万円

無形固定資産 27 

有形固定資産 1,286百万円

無形固定資産 185 

有形固定資産 2,652百万円

無形固定資産 173 

※２．営業外収益の主要項目 受取利息 12百万円

受取配当金 115 

設備賃貸料 36 

受取利息 30百万円

受取配当金 494 

受取利息 29百万円

受取配当金 204 

※３．営業外費用の主要項目 支払利息 0百万円

棚卸資産廃棄損 243 

支払利息 1百万円

棚卸資産廃棄損 236 

為替差損 116 

支払利息 0百万円

棚卸資産廃棄損 346 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末の株式

数

当中間会計期間増加

株式数

当中間会計期間減少

株式数

当中間会計期間末株

式数

普通株式　 9千株 1千株 0千株 10千株

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

し請求による売渡しによるものであります。

当中間会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末の株式

数

当中間会計期間増加

株式数

当中間会計期間減少

株式数

当中間会計期間末株

式数

普通株式　 11千株  0千株 0千株 12千株

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

し請求による売渡しによるものであります。

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末の株式

数

当事業年度増加株式

数

当事業年度減少株式

数

当事業年度末の株式

数

普通株式 9千株 2千株 0千株 11千株

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

し請求による売渡しによるものであります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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)

761 349 412

合計 761 349 412

 
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)

766 369 397

合計 766 369 397

 
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)

840 429 410

合計 840 429 410

 （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 146百万円

１年超 266 

合計 412百万円

１年内 146百万円

１年超 251 

合計 397百万円

１年内 148百万円

１年超 262 

合計 410百万円

 （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 70百万円

減価償却費相当

額
70百万円

支払リース料 82百万円

減価償却費相当

額
82百万円

支払リース料 150百万円

減価償却費相当

額
150百万円

 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

（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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額  1,339円60銭

１株当たり中間純利益    41円43銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
    38円65銭

１株当たり純資産額 1,369円52銭

１株当たり中間純利益  30円13銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
28円59銭

１株当たり純資産額 1,374円45銭

１株当たり当期純利益 89円52銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
  83円86銭

　（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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19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） 1,709 1,264 3,708

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,709 1,264 3,708

期中平均株式数（株） 41,257,044 41,957,319 41,423,723

　    

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） 2,961,290 2,258,709 2,793,945

（うち新株予約権） (2,961,290) (2,258,709) (2,793,945)

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

────── ────── ──────

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。 　同左 　同左
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（２）【その他】

　平成20年５月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………421百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年６月９日

　（注）　平成20年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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46期）（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月21日関東財務局長に提出
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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。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成１９年６月１２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１８年１０月１日から平成１９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１８年１

０月１日から平成１９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、

中間連結株主資本等変動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１９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１８年１０月１日から平成１９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。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成２０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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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１９年１０月１日から平成２０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１９年１０月１日から平成２０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、中間連結株主資本等変動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２０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１９年１０月１日から平成２０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。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成１９年６月１２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１８年１０月１日から平成１９年９月３０日までの第４６期事業年度の中間会計期間（平成１８年１

０月１日から平成１９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、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動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１９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１８年１０月

１日から平成１９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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独立監査人の中間監査報告書

   平成２０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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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１９年１０月１日から平成２０年９月３０日までの第４７期事業年度の中間会計期間（平

成１９年１０月１日から平成２０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、中間損益計算書及

び中間株主資本等変動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２０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１９年１０月

１日から平成２０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。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

半期報告書

66/66


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の状況
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	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
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	（２）その他

	２中間財務諸表等
	（１）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	（２）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

