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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３四半期連結
累計期間

第48期
第３四半期連結
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
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30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） 31,796 11,684 45,421

経常利益（百万円） 2,377 1,492 3,701

四半期（当期）純利益（百万円） 1,380 975 2,238

純資産額（百万円） － 58,326 60,138

総資産額（百万円） － 74,819 78,085

１株当たり純資産額（円） － 1,366.161,408.59

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 32.34 22.85 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（％） － 78.0 77.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,229 － 6,730

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,496 － △7,201

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,280 － △3,619

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 7,594 9,243

従業員数（人） － 1,186 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３四半期連結累計（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３四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３四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６月30日現在

従業員数（人） 1,186(232)

　（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３四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３四

半期連結会計期間就労時間の積算値を所定の当第３四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６月30日現在

従業員数（人） 950 (213)

　（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３四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26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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 758 －

食品部門（百万円） 6,657 －

合計（百万円） 7,415 －

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

フレグランス部門（百万円） 136 －

食品部門（百万円） 520 －

合計（百万円） 657 －

　（注）　金額は仕入価格で表示しております。

(3）受注状況

　当第３四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 1,352 － 399 －

食品部門 9,779 － 1,306 －

小計 11,132 － 1,705 －

商品     

フレグランス部門 154 － 35 －

食品部門 661 － 127 －

小計 816 － 162 －

合計 11,948 － 1,868 －

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

製品   

フレグランス部門（百万円） 1,257 －

食品部門（百万円） 9,614 －

小計（百万円） 10,872 －

商品   

フレグランス部門（百万円） 153 －

食品部門（百万円） 658 －

小計（百万円） 811 －

合計（百万円） 11,684 －

　（注）　当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

森永乳業（株）
金額（百万円） 割合（％）

1,612 13.8
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

  当第３四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。　

４【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況

　　当第３四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景気の後退に一部持ち直し

の兆しが見え始めたものの、企業収益の大幅な落ち込み、雇用情勢の悪化等は続いており、依然として厳しい状況

にあります。

　　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、得意先業界における在庫調整、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３四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11,684百万円となりました。

　部門別に見ますと、フレグランス部門では、製品売上高は長谷川香料（上海）有限公司の売上が低調だったこと

により1,257百万円となりました。商品売上高は化粧品向けが好調に推移し153百万円となりました。

　食品部門では、製品売上高はフルーツ加工品（自社製造品）の売上が低調に推移し9,614百万円となりました。

商品売上高はフルーツ加工品（委託加工品）の売上の増加を主因に658百万円となりました。

　利益につきましては、売上高の減少に伴い、営業利益は1,427百万円、経常利益は1,492百万円、四半期純利益は

975百万円となりました。

　また、海外連結子会社につきましては、長谷川香料（上海）有限公司の売上高は977百万円、T.HASEGAWA U.S.A.,

INC.の売上高は373百万円となりました。

 

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10,490百万円、営業利益は1,195百万円となりました。

　 ②その他の地域

　  その他の地域の売上高は1,362百万円、営業利益は232百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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583百万円減少し、7,594百万円となりました。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1,445百万円、減価償却費826百万円による資金の増加に対し、売上債権の増加

1,937百万円や夏季賞与の支給及び法人税等の中間納税などがあり、営業活動の結果得られた資金は535百万円

となりました。

　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　長谷川香料(蘇州)有限公司における製造設備建設の他、各種改修工事代金の支払いを主因とし、投資活動の結

果使用した資金は696百万円となりました。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　中間配当金の支払等により、財務活動の結果使用した資金は425百万円となりました。

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　      当第３四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３四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、814百万円であります。

　      なお、当第３四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３四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３四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。

　なお、前四半期連結会計期間末において計画中であった長谷川香料（蘇州）有限公司の食品部門の香料製造設備

につきましては、平成21年６月に一部完了しております。

　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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月12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４月１日～

　

 平成21年６月30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３四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３四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21年３月31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

 　　（注）当第３四半期会計期間末の所有自己株式数は14,300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
平成21年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 1,708 1,450 1,276 1,245 1,172 1,150 1,130 1,076 1,164

最低（円） 1,107 1,158 1,134 1,073 1,016 898 989 971 984

　（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、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３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任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。

なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツか

ら、有限責任監査法人トーマツとなりました。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 7,604 9,253

受取手形及び売掛金 14,751 14,911

商品及び製品 5,635 5,974

仕掛品 164 116

原材料及び貯蔵品 4,483 4,694

その他 1,428 1,216

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 34,063 36,161

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,366 11,746

その他（純額） 17,983 16,983

有形固定資産合計 ※1
 29,349

※1
 28,730

無形固定資産

その他 1,411 1,709

無形固定資産合計 1,411 1,709

投資その他の資産

投資有価証券 7,413 9,701

その他 2,635 1,833

貸倒引当金 △53 △51

投資その他の資産合計 9,995 11,483

固定資産合計 40,756 41,923

資産合計 74,819 78,085

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,450 6,271

未払法人税等 114 229

賞与引当金 277 966

役員賞与引当金 － 6

その他 2,780 2,985

流動負債合計 9,623 10,458

固定負債

退職給付引当金 5,888 5,910

役員退職慰労引当金 964 1,558

その他 16 19

固定負債合計 6,869 7,488

負債合計 16,492 17,947
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 45,134 45,033

自己株式 △23 △23

株主資本合計 57,029 56,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,267 3,515

為替換算調整勘定 △970 △307

評価・換算差額等合計 1,296 3,208

純資産合計 58,326 60,138

負債純資産合計 74,819 78,085
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 31,796

売上原価 21,930

売上総利益 9,865

販売費及び一般管理費 ※1
 7,715

営業利益 2,149

営業外収益

受取利息 30

受取配当金 157

その他 126

営業外収益合計 315

営業外費用

支払利息 1

為替差損 30

設備賃貸費用 32

その他 22

営業外費用合計 87

経常利益 2,377

特別利益

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 77

投資有価証券評価損 216

その他 2

特別損失合計 299

税金等調整前四半期純利益 2,079

法人税等 698

四半期純利益 1,380
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 11,684

売上原価 7,678

売上総利益 4,006

販売費及び一般管理費 ※1
 2,578

営業利益 1,427

営業外収益

受取利息 5

受取配当金 76

その他 30

営業外収益合計 112

営業外費用

支払利息 0

為替差損 42

その他 3

営業外費用合計 46

経常利益 1,492

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

固定資産売却益 0

投資有価証券評価損戻入益 200

その他 0

特別利益合計 200

特別損失

固定資産売却損 0

固定資産廃棄損 48

投資有価証券評価損 199

その他 0

特別損失合計 248

税金等調整前四半期純利益 1,445

法人税等 469

四半期純利益 975
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年６月30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 2,079

減価償却費 2,383

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △594

賞与引当金の増減額（△は減少） △688

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） 1

受取利息及び受取配当金 △188

支払利息 1

為替差損益（△は益） 29

有形固定資産売却損益（△は益） 0

固定資産廃棄損 44

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 216

売上債権の増減額（△は増加） 52

たな卸資産の増減額（△は増加） 411

仕入債務の増減額（△は減少） 201

未収消費税等の増減額（△は増加） 18

未払消費税等の増減額（△は減少） 174

その他 △161

小計 3,963

利息及び配当金の受取額 186

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △918

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △20

定期預金の払戻による収入 20

有形固定資産の取得による支出 △3,406

有形固定資産の売却による収入 4

無形固定資産の取得による支出 △54

投資有価証券の取得による支出 △26

貸付けによる支出 △15

貸付金の回収による収入 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,280

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 △101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,649

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
 7,594
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30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３四半期連結累計期間の営業利益は

260百万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３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

棚卸資産の実地棚卸の

省略

　当第３四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３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四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３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30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。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ16百万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。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

項目
当第３四半期連結会計期間末
（平成21年６月30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 42,905百万円 41,640百万円

２．受取手形割引高 119百万円 126百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30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     3,603百万円

賞与引当金繰入額 182

役員退職慰労引当金繰入額 94

退職給付費用 371

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30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     1,093百万円

賞与引当金繰入額 182

役員退職慰労引当金繰入額 15

退職給付費用 116
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30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６月30日現在）

現金及び預金勘定 7,604百万円

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 7,594百万円

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　

至　平成21年６月30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

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３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年10月１日　至平成21年６月30日）において、当社グループは各種香料の製造・販売を主事業としており、

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

記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

 当第３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６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 10,348 1,335 11,684 － 11,684

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
141 26 167 (167) －

計 10,490 1,362 11,852 (167) 11,684

 営業利益 1,195 232 1,428 (0) 1,427

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年６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 28,093 3,702 31,796 － 31,796

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
461 54 516 (516) －

計 28,555 3,756 32,312 (516) 31,796

 営業利益 1,599 480 2,079 70 2,149

（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３四半期連結累計期間の営業利益は、260百

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。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、16百万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。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,756 375 2,131

 Ⅱ　連結売上高（百万円）         11,684

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.0 3.2 18.2

当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年６月30日）

 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,721 1,095 5,817

 Ⅱ　連結売上高（百万円）         31,796

 Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.8 3.4 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３四半期連結会計期間末（平成21年６月30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     3,046    6,857 3,810　　

(2）債券    

国債・地方債等 － －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計    3,046    6,857 3,810

（注）時価のある株式は、取得原価に比べ当第３四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３四半期連結会計期間末（平成21年６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）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年６月30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 1,366円16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３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 32円34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 22円85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３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（百万円） 1,380 975

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） 1,380 975

期中平均株式数（千株） 42,694 42,693

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成21年６月30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、支払いを行いました。
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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８月７日

長谷川香料株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川村　　博　　　印

 
指定有限責任社員
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３四半期連結会計期間（平成２１年４月

１日から平成２１年６月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年１０月１日から平成２１年６月３０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６月３０日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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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