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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】

回次
第48期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第47期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
９月30日

売上高（百万円） 10,039 45,421

経常利益（百万円） 341 3,701

四半期（当期）純利益（百万円） 147 2,238

純資産額（百万円） 57,855 60,138

総資産額（百万円） 73,833 78,085

１株当たり純資産額（円） 1,355.11 1,408.59

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3.45 53.16

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 50.76

自己資本比率（％） 78.4 77.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△45 6,730

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△949 △7,201

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△854 △3,619

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
7,209 9,243

従業員数（人） 1,156 1,158

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第48期第1四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

四半期報告書

 2/22



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。

　当第１四半期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、主要な関係会社の異動につきましては、長谷川ファインフーズ株式会社は平成20年10月1日に当社が吸収合併

し、解散いたしました。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、次の連結子会社が解散しております。

名称 住所
資本金
又　は
出資金

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

役員の兼任

資金
援助

営業上
の取引

設備の
賃貸借

業務提
携等

当社
役員
（人）

当社
従業員
（人）

長谷川ファイ

ンフーズ㈱

東京都中央区 50

百万円

農畜産物の加工及び販

売
100 3 2 －

委託加工

先

工場一

式
なし

  （注）平成20年10月１日に当社が吸収合併し、解散いたしました。　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,156 (252)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期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、個々の当第１四

半期連結会計期間就労時間の積算値を所定の当第１四半期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。

２．従業員数には、当社グループ外への出向者４名を含んでおりません。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 936 (252)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期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25名を含んでおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期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
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 843 －

食品部門（百万円） 5,670 －

合計（百万円） 6,513 －

　（注）　金額は製造原価で表示しております。

(2）商品仕入実績

　当第１四半期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
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 131 －

食品部門（百万円） 571 －

合計（百万円） 703 －

　（注）　金額は仕入価格で表示しております。

(3）受注状況

　当第１四半期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 1,250 － 346 －

食品部門 7,771 － 917 －

小計 9,021 － 1,264 －

商品     

フレグランス部門 147 － 26 －

食品部門 595 － 142 －

小計 742 － 169 －

合計 9,764 － 1,433 －

　（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

　当第１四半期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
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

製品   

フレグランス部門（百万円） 1,308 －

食品部門（百万円） 8,000 －

小計（百万円） 9,309 －

商品   

フレグランス部門（百万円） 148 －

食品部門（百万円） 581 －

小計（百万円） 729 －

合計（百万円） 10,039 －

　（注）　当第１四半期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
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

森永乳業（株）
金額（百万円） 割合（％）

1,598 15.9
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２【経営上の重要な契約等】

  当第１四半期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。　

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融市場の混乱に端を発する世界的な景気の減速により企業

収益が減少し、雇用情勢が悪化するなど景気後退が進行いたしました。

　一方、香料業界におきましては、国内市場の低迷や消費者の嗜好の変化、同業者間での競争激化、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した。

　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。

　当第１四半期連結会計期間におきましては、国内市場の低迷や消費者の嗜好の変化等により、以下に示すとおりの

結果となりました。

　売上高は100億39百万円となりました。

　部門別に見ますと、フレグランス部門（製品：売上高13億８百万円、商品：売上高１億48百万円）では、製品はハ

ウスホールド製品向けの売上増を主因に増加いたしました。商品は化粧品向けの売上増を主因に増加いたしまし

た。

　食品部門（製品：売上高80億円、商品：売上高５億81百万円）では、製品は飲料向けやフルーツ加工品を始めとし

て全般にわたって減少いたしました。商品はフルーツ加工品の売上減を主因に減少いたしました。

　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減少し、３億79百万円となりました。経

常利益は営業利益の減少を主因に減少し、３億41百万円となりました。四半期純利益は１億47百万円となりました。

　また、海外連結子会社は、長谷川香料（上海）有限公司の売上高は７億23百万円、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.の売上

高は３億40百万円となりました。

　

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91億22百万円、営業利益は３億15百万円となりました。

　 ②その他の地域

　  その他の地域の売上高は10億65百万円、営業利益は33百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

  仕入債務の減少及び冬季賞与の支給等を要因とし、営業活動によるキャッシュ・フローは45百万円の支出とな

りました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

  当社における各種改修工事や設備建設及び長谷川香料(蘇州)有限公司における製造設備建設についての支払を

主因とし、投資活動によるキャッシュ・フローは9億49百万円の支出となりました。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　  期末配当金の支払を主因とし、財務活動によるキャッシュ・フローは8億54百万円の支出となりました。

　

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ20億34百万円

減少し、72億9百万円となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　      当第１四半期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）研究開発活動

　      当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、８億68百万円であります。

　      なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期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

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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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
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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 42,708,154 42,708,154
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100

株であります。

計 42,708,154 42,708,154 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　 該当事項はありません。

（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、資本金等の推移】

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20年10月１日～

　

 平成20年12月31日　

― 42,708,154 ― 5,364 ― 6,554

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　　　

　　記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

　　ります。

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      13,800 － 単元株式数　100株

完全議決権株式（その他） 普通株式  42,649,700 426,497   同上

単元未満株式 普通株式      44,654 － －

発行済株式総数 42,708,154 － －

総株主の議決権 － 426,497 －

(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９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

長谷川香料株式会社
東京都中央区

日本橋本町4-4-14
13,800 － 13,800 0.03

計 － 13,800 － 13,800 0.03

　　 （注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は14,000株であります。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

10月 11月 12月

最高（円） 1,708 1,450 1,276

最低（円） 1,107 1,158 1,134

　（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、当四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。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第50号 平成20年８月７日)附則第７条第１項第５号の

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,720 9,253

受取手形及び売掛金 ※3
 14,316 14,911

有価証券 499 －

商品及び製品 6,018 5,974

仕掛品 37 116

原材料及び貯蔵品 4,633 4,694

その他 1,198 1,216

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 33,419 36,161

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,339 11,746

その他（純額） 16,663 16,983

有形固定資産合計 ※1
 28,003

※1
 28,730

無形固定資産

その他 1,593 1,709

無形固定資産合計 1,593 1,709

投資その他の資産

投資有価証券 8,741 9,701

その他 2,128 1,833

貸倒引当金 △51 △51

投資その他の資産合計 10,817 11,483

固定資産合計 40,414 41,923

資産合計 73,833 78,085

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,921 6,271

未払法人税等 102 229

賞与引当金 161 966

役員賞与引当金 － 6

その他 3,096 2,985

流動負債合計 9,281 10,458

固定負債

退職給付引当金 5,736 5,910

役員退職慰労引当金 942 1,558

その他 17 19

固定負債合計 6,696 7,488

負債合計 15,978 17,947
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,364 5,364

資本剰余金 6,554 6,554

利益剰余金 44,339 45,033

自己株式 △23 △23

株主資本合計 56,235 56,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,960 3,515

為替換算調整勘定 △1,341 △307

評価・換算差額等合計 1,619 3,208

純資産合計 57,855 60,138

負債純資産合計 73,833 78,085
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 10,039

売上原価 6,980

売上総利益 3,058

販売費及び一般管理費 ※1
 2,678

営業利益 379

営業外収益

受取利息 18

受取配当金 70

その他 54

営業外収益合計 143

営業外費用

支払利息 0

為替差損 147

その他 33

営業外費用合計 181

経常利益 341

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産廃棄損 9

投資有価証券評価損 28

その他 1

特別損失合計 38

税金等調整前四半期純利益 302

法人税等 155

四半期純利益 147
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 302

減価償却費 774

退職給付引当金の増減額（△は減少） △163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △615

賞与引当金の増減額（△は減少） △804

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △88

支払利息 0

為替差損益（△は益） 118

固定資産廃棄損 5

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 28

売上債権の増減額（△は増加） 431

たな卸資産の増減額（△は増加） △50

仕入債務の増減額（△は減少） △311

未収消費税等の増減額（△は増加） 34

未払消費税等の増減額（△は減少） 156

その他 262

小計 74

利息及び配当金の受取額 85

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △204

営業活動によるキャッシュ・フロー △45

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

定期預金の払戻による収入 10

有形固定資産の取得による支出 △903

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △47

貸付金の回収による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △949

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △854

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △854

現金及び現金同等物に係る換算差額 △185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,034

現金及び現金同等物の期首残高 9,243

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,209
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する

事項の変更

　（1）連結の範囲の変更

平成20年10月１日をもって連結子会社である長谷川ファインフーズ株式会社を当社が吸

収合併し、長谷川ファインフーズ株式会社が解散したため、当第１四半期連結会計期間よ

り、長谷川ファインフーズ株式会社は連結の範囲から除外しております。

　（2）変更後の連結子会社の数

３社

２．会計処理基準に関す

る事項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　棚卸資産

　当社においては、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均

法による低価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ営業利益は77百万円減少しております。

また、経常利益、税金等調整前四半期純利益に影響はありません。

　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。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

棚卸資産の実地棚卸の省略 　当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【追加情報】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

有形固定資産の耐用年数

の変更

　当社においては、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として、

資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より一部の資産について耐

用年数の変更を行っております。

　この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

　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。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

項目 当第１四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 41,983百万円 41,640百万円

２．受取手形割引高 96百万円 126百万円

※３．期末日満期手形の会計処理 　四半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、当第１四半期連結会計期

間の末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が、当第１四半期

連結会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形   132百万円

  ────────────

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次　　　

のとおりであります。

給料及び手当 1,196百万円

賞与引当金繰入額 93

役員退職慰労引当金繰入額 63

退職給付費用 131

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定 6,720百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券）

499

計  7,219百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △10

現金及び現金同等物    7,209百万円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　
至　平成20年12月31日）
　１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  42,708千株

　２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  14千株

　３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

 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 配当の原資 

平成20年11月14日
開催の取締役会

普通株式 853 20  平成20年９月30日  平成20年12月19日
利益剰余

金

　５. 株主資本の金額の著しい変動　
　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)において、当社グループは各種香料の

製造・販売を主事業としており、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12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 8,990 1,048 10,039 － 10,039

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
131 17 148 (148) －

計 9,122 1,065 10,187 (148) 10,039

 営業利益 315 33 348 31 379

（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

　　　３．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

　　　　　（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）　

　当社においては、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による低価

法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ日本の営業利益は、77百万円減少しております。

なお、日本以外のセグメントに与える影響はありません。

　　　４．追加情報

　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社においては、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として、資産の利用状

況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より一部の資産について耐用年数の変更を行っており

ます。

この変更に伴う日本の営業利益に与える影響は、軽微であります。

なお、日本以外のセグメントに与える影響はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,381 333 1,714

 Ⅱ　連結売上高（百万円）   10,039

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.8 3.3 17.1

（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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（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　その他有価証券で時価のあるものの四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比

較して著しい変動がありません。

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）
 (企業結合における共通支配下の取引等関係)
１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

（1）結合当事企業の名称
①長谷川香料株式会社　　　　　（吸収合併存続会社）

②長谷川ファインフーズ株式会社（吸収合併消滅会社）

（2）結合当事企業の事業の内容
①長谷川香料株式会社　　　　　　　　各種香料の製造ならびに販売

  ②長谷川ファインフーズ株式会社　　　農畜産物の加工及び販売　

（3）企業結合の法的形式
長谷川香料株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、長谷川ファインフーズ株式会社は解散いたしま

した。

（4）結合後企業の名称　
長谷川香料株式会社　

（5）取引の目的を含む取引の概要　

①吸収合併の目的　　　　

　長谷川ファインフーズ株式会社は平成11年に設立され、フルーツ加工品の生産を行ってきましたが、会

社設立当時と現在の経営環境をふまえ、更なる生産性の向上を図るため、長谷川香料株式会社に吸収合

併いたしました。

②吸収合併の効力発生日　

　平成20年10月１日

③合併比率及び合併交付金 

　長谷川香料株式会社は長谷川ファインフーズ株式会社の全株式を所有しているので、合併比率の取り

決めは無く、また合併による新株の発行及び資本金の増加はありません。

２．実施した会計処理の概要

　本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基
準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）におけ
る共通支配下の取引に該当し、内部取引としてすべて消去しております。したがって、四半期連結財務諸表に

与える影響はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

１株当たり純資産額     1,355円11銭 １株当たり純資産額      1,408円59銭

２．１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額       3円45銭

（注）　１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２.１株当たり四半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。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（百万円） 147

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 147

期中平均株式数（千株） 42,694

（重要な後発事象）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。

２【その他】

　当四半期連結会計期間中に、当社は下記のとおり配当に関する取締役会決議をおこなっております。 

・決議年月日 平成20年11月14日

・配当金の総額 853百万円

・１株当たり配当額 20円

・基準日 平成20年９月30日

・効力発生日 平成20年12月19日
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月６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項の規定に基づき、「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２０年１０月１日から平成２１年９月３０日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成２０年１０

月１日から平成２０年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期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１２月３１日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　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）１．上記は、四半期レビュー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（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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