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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２四半期連結
累計期間

第48期
第２四半期連結
会計期間

第47期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成21年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
３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） 20,111 10,072 45,421

経常利益（百万円） 884 543 3,701

四半期（当期）純利益（百万円） 405 257 2,238

純資産額（百万円） － 57,692 60,138

総資産額（百万円） － 72,737 78,085

１株当たり純資産額（円） － 1,351.30 1,408.59

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
9.49 6.04 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（％） － 79.3 77.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,694 － 6,730

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,800 － △7,201

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△855 － △3,619

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 8,177 9,243

従業員数（人） － 1,172 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２四半期連結累計（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。
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２【事業の内容】

　当第２四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、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期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21年３月31日現在

従業員数（人） 1,172 (234)

　（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２四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２四

半期連結会計期間就労時間の積算値を所定の当第２四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21年３月31日現在

従業員数（人） 946 (234)

　（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２四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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 888 －

食品部門（百万円） 5,382 －

合計（百万円） 6,270 －

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 103 －

食品部門（百万円） 475 －

合計（百万円） 578 －

　（注）　金額は仕入価格で表示しております。

(3）受注状況

　当第２四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 1,197 － 304 －

食品部門 8,459 － 1,141 －

小計 9,656 － 1,446 －

商品     

フレグランス部門 124 － 33 －

食品部門 462 － 124 －

小計 586 － 158 －

合計 10,243 － 1,604 －

　（注）　金額は販売価格で表示しております。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

四半期報告書

 4/24



(4）販売実績

　当第２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

製品   

フレグランス部門（百万円） 1,238 －

食品部門（百万円） 8,236 －

小計（百万円） 9,474 －

商品   

フレグランス部門（百万円） 117 －

食品部門（百万円） 480 －

小計（百万円） 597 －

合計（百万円） 10,072 －

　（注）　当第２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

森永乳業（株）
金額（百万円） 割合（％）

1,416 14.1
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２【経営上の重要な契約等】

  当第２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国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

企業収益が大幅に落ち込み、雇用情勢が悪化する中、個人消費も低迷するなど景気後退が急速に進行いたしました。

  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２四半期連結会計期間におきましては、以下に示すとおりの結果となりました。

　売上高は100億72百万円となりました。

　部門別に見ますと、フレグランス部門では、製品売上高は円高の影響もあり長谷川香料（上海）有限公司の売上が

減少したことを主因に12億38百万円となりました。商品売上高は化粧品向けの不振を主因に１億17百万円となりま

した。

　 食品部門では、製品売上高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低調に推移し82億36百万円

となりました。商品売上高は４億80百万円となりました。

　利益につきましては、売上高の減少に伴い、営業利益は３億42百万円、経常利益は５億43百万円、四半期純利益は２

億57百万円となりました。

　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９億47百万円、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.の売上

高は３億77百万円となりました。

　

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89億43百万円、営業利益は88百万円となりました。

　 ②その他の地域

　  その他の地域の売上高は13億29百万円、営業利益は２億14百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

  当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前四半期連結会計期間末

に比べ９億68百万円増加し、81億77百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の

通りであります。

(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３億31百万円、減価償却費７億83百万円及び売上債権の減少15億58百万円を主因と

し、営業活動の結果得られた資金は27億39百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当社における総合研究所の建設代金及び各種改修工事代金の支払及び長谷川香料(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、投資活動の結果使用した資金は18億51百万円となりました。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　　期末配当金の支払等により、財務活動の結果使用した資金は０百万円となりました。

　

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前四半期連結会計期間末に比べ９億68

百万円増加し、81億77百万円となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　      当第２四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２四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、８億５百万円であります。

　      なお、当第２四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。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

四半期報告書

 6/24



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であっ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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年５月15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21年１月１日～

　

 平成21年３月31日　

－ 42,708,154 － 5,364 － 6,554
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（５）【大株主の状況】

　 平成21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（％）

　株式会社長谷川藤太郎商店 　東京都中央区日本橋本町４丁目４-14 175,746 41.15

　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：株式会社みず

　ほコーポレート銀行兜町証券

　決済業務室）

　P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUS

ETTS 

  02101 U.S.A.

 （東京都中央区日本橋兜町６-７号）

 

95,433 22.34

　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丁目４-14

 

20,000 4.68

　長谷川香料従業員持株会 　東京都中央区日本橋本町４丁目４-14 14,333 3.35

　日本トラスティ・サービス

　信託銀行株式会社（信託口４　

　Ｇ）

　東京都中央区晴海１丁目８-11

 

 

9,891 2.31

　エスジーエスエス/エスジービ

　ーティー　ルクス

　（常任代理人：香港上海銀行

　東京支店）

　SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD  

  HAUSSMANN PARIS-FRANCE

　（東京都中央区日本橋３丁目11-１）

 

5,817 1.36

　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：株式会社みず

　ほコーポレート銀行兜町証券

　決済業務室）

　ONE BOSTON PLACE BOSTON,

MA 02108  

  

　

 （東京都中央区日本橋兜町６番７号）

 

5,676 1.32

　アールービーシー　デクシア　　

　インベスター　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 QUEEN VICTORIA STREET,LONDON,

　EC4V 4DE,UNITED KINGDOM

　

 

（東京都千代田区永田町２丁目11-1　

　山王パークタワービル21階）

4,872 1.14

　日本トラスティ・サービス

　信託銀行株式会社（信託口）

　東京都中央区晴海１丁目８-11

 

3,199 0.74

　林　良四郎 　東京都世田谷区　 2,717 0.63

計 － 337,685 79.06

　（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇならびに信託口）の所有株式数は、すべて信託業

務に係る株式であります。

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、当社としては当第２四半期会計期間末現在における実質所有状況の確認は出来ておりませ

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、当社としては当第２四半期会計期間末現在における実質所有株の確認が出来ませんの

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通りであります。

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

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

　　　　　　　　　1345

　　　保有株券等の数：普通株式　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21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　　　14,200 － 単元株式数　100株

完全議決権株式（その他） 普通株式　42,651,100 426,511   同上

単元未満株式 普通株式      42,854 － －

発行済株式総数 42,708,154 － －

総株主の議決権 － 426,511 －

(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21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

（％）

長谷川香料株式会社
東京都中央区

日本橋本町4-4-14
14,200 － 14,200 0.03

計 － 14,200 － 14,200 0.03

　

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 平成21年
１月

２月 ３月

最高（円） 1,708 1,450 1,276 1,245 1,172 1,150

最低（円） 1,107 1,158 1,134 1,073 1,016 898

　（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。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

四半期報告書

10/24



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、第１四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)から、「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２四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年３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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 8,187 9,253

受取手形及び売掛金 12,847 14,911

商品及び製品 5,417 5,974

仕掛品 139 116

原材料及び貯蔵品 4,566 4,694

その他 1,135 1,216

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 32,290 36,161

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,272 11,746

その他（純額） 17,939 16,983

有形固定資産合計 ※1
 29,211

※1
 28,730

無形固定資産

その他 1,516 1,709

無形固定資産合計 1,516 1,709

投資その他の資産

投資有価証券 6,945 9,701

その他 2,825 1,833

貸倒引当金 △53 △51

投資その他の資産合計 9,717 11,483

固定資産合計 40,446 41,923

資産合計 72,737 78,085

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,393 6,271

未払法人税等 181 229

賞与引当金 630 966

役員賞与引当金 － 6

その他 2,017 2,985

流動負債合計 8,222 10,458

固定負債

退職給付引当金 5,852 5,910

役員退職慰労引当金 953 1,558

その他 16 19

固定負債合計 6,822 7,488

負債合計 15,044 17,947
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 44,585 45,033

自己株式 △23 △23

株主資本合計 56,481 56,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,989 3,515

為替換算調整勘定 △778 △307

評価・換算差額等合計 1,211 3,208

純資産合計 57,692 60,138

負債純資産合計 72,737 78,085
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 20,111

売上原価 14,252

売上総利益 5,859

販売費及び一般管理費 ※1
 5,136

営業利益 722

営業外収益

受取利息 25

受取配当金 81

その他 111

営業外収益合計 218

営業外費用

支払利息 1

設備賃貸費用 26

支払補償費 14

その他 13

営業外費用合計 55

経常利益 884

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

固定資産売却益 1

特別利益合計 1

特別損失

固定資産売却損 1

固定資産廃棄損 29

投資有価証券評価損 217

その他 3

特別損失合計 251

税金等調整前四半期純利益 634

法人税等 229

四半期純利益 405
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 10,072

売上原価 7,271

売上総利益 2,800

販売費及び一般管理費 ※1
 2,458

営業利益 342

営業外収益

受取利息 7

受取配当金 10

為替差益 159

その他 44

営業外収益合計 222

営業外費用

支払利息 0

支払補償費 14

その他 6

営業外費用合計 21

経常利益 543

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

固定資産売却益 1

その他 0

特別利益合計 1

特別損失

固定資産売却損 1

固定資産廃棄損 19

投資有価証券評価損 189

その他 2

特別損失合計 213

税金等調整前四半期純利益 331

法人税等 73

四半期純利益 257
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３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 634

減価償却費 1,557

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △604

賞与引当金の増減額（△は減少） △335

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） 2

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 1

為替差損益（△は益） 1

有形固定資産売却損益（△は益） 0

固定資産廃棄損 20

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 217

売上債権の増減額（△は増加） 1,989

たな卸資産の増減額（△は増加） 601

仕入債務の増減額（△は減少） △863

未収消費税等の増減額（△は増加） 32

未払消費税等の増減額（△は減少） 135

その他 △386

小計 2,838

利息及び配当金の受取額 106

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △248

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,694

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 △2,727

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 △51

投資有価証券の取得による支出 △26

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 △2,800

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 △855

現金及び現金同等物に係る換算差額 △104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,066

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
 8,177
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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２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３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、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、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日公表分）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当第２四半期連結累計期間の営業利益

は219百万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２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

棚卸資産の実地棚卸の

省略

　当第２四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２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四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２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３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、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２四半期連結会計期間末
（平成21年３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 42,505百万円 41,640百万円

２．受取手形割引高 69百万円 126百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３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    2,134百万円

賞与引当金繰入額 375

役員退職慰労引当金繰入額 79

退職給付費用 255

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３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      937百万円

賞与引当金繰入額 281

役員退職慰労引当金繰入額 15

退職給付費用 123
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３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21年３月31日現在）

現金及び預金勘定      8,187百万円

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      8,177百万円

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　
至　平成21年３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

（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 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

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末
後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年５月13日
開催の取締役会

普通株式 426 10  平成21年３月31日  平成21年６月８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２四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年10月１日　至平成21年３月31日）において、当社グループは各種香料の製造・販売を主事業としており、

当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21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 8,754 1,318 10,072 － 10,072

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
189 10 200 (200) －

計 8,943 1,329 10,272 (200) 10,072

 営業利益 88 214 302 39 342

当第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21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 17,745 2,366 20,111 － 20,111

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
320 27 348 (348) －

計 18,065 2,394 20,460 (348) 20,111

 営業利益 403 247 651 70 722

（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、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日公表分）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当第２四半期連結累計期間の営業利益は、219百

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、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当第２四半期連結累計期間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。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

四半期報告書

20/24



【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

　 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,584 385 1,970

 Ⅱ　連結売上高（百万円）   10,072

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.7 3.8 19.6

当第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年３月31日）

　 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,965 719 3,685

 Ⅱ　連結売上高（百万円）   20,111

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.7 3.6 18.3

（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

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証

券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められます。

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表

計上額（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 2,846 6,190 3,343

(2）債券    

国債・地方債等 - - -

社債 - - -

その他 - - -

(3）その他 - - -

合計 2,846 6,190 3,343

（注）時価のある株式は、取得原価に比べ当第２四半期連結会計期間末における時価が30％以上下落した場合に

減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年３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２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）
該当事項はありません。

EDINET提出書類

長谷川香料株式会社(E01034)

四半期報告書

21/24



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年３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          1,351円30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２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額        9円49銭

　なお、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。

１株当たり四半期純利益金額        6円04銭

　なお、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。

（注）　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２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３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） 405 257

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） 405 257

期中平均株式数（千株） 42,694 42,693

（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年３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】

　平成21年５月13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……………………426百万円

(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21年６月８日

　（注）　平成21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５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、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２四半期連結会計期間（平成２１年１月

１日から平成２１年３月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年１０月１日から平成２１年３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２１年３月３１日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・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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