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１．平成18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1)連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 7,610 (   1.5) 135 (△63.8) 449 ( 179.3)

17年２月期 7,496 (△0.3) 375 (△60.6) 160 (△84.4)

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年２月期 202 ( － ) 17 42  － 1.7 3.3 5.9

17年２月期 △244 ( － ) △23 92  － △2.4 1.4 2.1

（注） ①持分法投資損益 18年２月期 5百万円 17年２月期 7百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年２月期 11,025,167株 17年２月期 10,224,514株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年２月期 14,078 11,955 84.9 1,083 78

17年２月期 13,083 11,698 89.4 1,060 78

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年２月期 11,022,298株 17年２月期 11,027,998株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 215 △255 △137 4,944

17年２月期 505 △2,546 3,086 5,085

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社　（除外） －社　持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 4,050 310 180

通　期 8,250 420 250

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 22円68銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社２社、関連会社１社及びその他の関係会社２社により構成

されており、香辛料（スパイス）、その他食材の仕入、製造、販売を主たる業務としております。

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の該当事業に係る位置付けは次のとおりであります。

 　なお、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しております。

（1）製品部門

　当部門においては、製品（香辛料、その他食材）の製造、販売を行っております。

　当社が原材料の調達、製品の製造、日本における販売を行うほか、以下の活動を行っております。

　生産・原材料関係

　 Gaban Spice Manufacturing（M）SDN.BHD.は原材料を調達し、香辛料、その他食材を製造し、当社、Gaban Spice

　MarKeting（M）SDN.BHD.に納入しております。また、エイチケイフーズ㈱が一部製品のリパックを行っております。

　販売関係

　 Gaban Spice Manufacturing（M）SDN.BHD.は、日本・マレーシア以外における販売を行い、当社が日本国内、  

  Gaban Spice MarKeting（M）SDN.BHD. がマレーシアにおける販売を行っております。

　 なお、味の素㈱及びハウス食品㈱は、当社製品（一部を原材料として使用）を日本国内へ販売を行っております。

（2）商品部門

　当部門においては、商品の仕入、販売を行っております。

　当社が、国内海外仕入先から商品を仕入れ、日本国内で販売を行っております。

　以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

 

株
式
会
社
ギ
ャ
バ
ン 

Gaban  Spice 

Manufactur ing 

(M)SDN.BHD. 

(※1) 

Gaban  Spice  

Market ing 

(M)SDN.BHD. 

 

(※2) 

ハウス食品㈱ 

製品・原材料 

 

製品・原材料 

製品 

製品 

原材料 

製品 

製品 

国 内 
 

海 外 
 

エイチケイフーズ㈱ 

(※2) 

味の素㈱ 

国 内 ユ ー ザ ー 海 外 ユ ー ザ ー 

原材料 

製品 

製品 

製品 

製品 

製品・商品 

無印　連結子会社

（＊１）関連会社で持分法適用会社

（＊２）その他の関係会社
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、日本を含むアジア圏に世界の香辛料類の高度利用促進と顧客に望まれる品質の製品を提供するこ

とを「企業の使命」と位置づけし、「事業の目的」として、世界中から原料を調達し、生産・販売までを一貫体制で

繋ぐ日本唯一の香辛料総合企業グループを志向いたします。

　さらに、当社グループの企業活動を通じ、より高品質で様々な香辛料等を供給し、消費者の食生活に一層の楽しさ

豊かさをもたらし、食を通じて社会に貢献してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する配当を会社の第一義と考えております。一方、将来にわたり競争力を維持し成長を続けるた

めには、設備投資、研究開発投資などを積極的に展開することも必要であります。従いまして、将来の業績や企業体

質の強化等の点を考慮し、総合的に勘案して安定した配当を継続することが重要と考えております。

　なお、当連結会計年度は期末配当金 12円を行う予定でおります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社の方針は、株式市場で流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、株式市場で取引可能な株式投

資単位に関して適宜見直していくことを基本としておりますので、株式市況及び当社の株式動向を勘案して慎重に検

討し対処してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、経済環境の変化に対応し、収益力を向上させる体制を強化してまいります。売上高及び売上高経常利益率

を重要な経営指標ととらえ、その向上を目指しております。

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループは、これまで業務用香辛料等の販売を中心とした企業活動を展開してまいりました。

　昨年10月に当年度を初年度とする「中期経営計画」（2005年度～2010年度）を策定いたしました。その内容は、「製

品の選択と集中」を行い、高収益企業体質を確固たるものとして利益拡大をはかることを基本戦略とし、以下の戦略

を遂行してまいります。

　 1.　「ＧＡＢＡＮ」ブランドの鮮度向上

 　《 製品の選択と集中 》・・・単一スパイス製品及び混合調味料製品をコア製品領域とし、加工食品はコア製品と

のシナジーを発揮する

 《ブランド資産の拡大》・・・顧客ニーズへの対応力強化によりブランド価値の向上をはかり、業務提携企業との

シナジーを活かしブランド浸透度の向上をはかる

 2.　香辛料メーカーとしての体質強化

 《　製　　　　　品　》・・・各製品に分類し、製品毎に採算性の向上をはかる

 《　生　　　　　産　》・・・マレーシア子会社を含めた各生産工場の機能を明確にし、生産体制の再構築を行う

 《　販　　　　　売　》・・・外食用「ＧＡＢＡＮ」ブランド製品の拡売をはかり、業務提携企業とのシナジーを

活かし、中食・加工分野及び家庭用スパイス製品の売上を拡大する

 《　採　算　管　理　》・・・製品別、商品別、部門別の採算管理を可能とする情報システムの導入により原価管

理を徹底し、商品の改廃を進め、採算性の向上をはかる

 《品質・技術／Ｒ＆Ｄ》・・・トレーサビリテイの推進、国内外検査体制の一元化により安心・安全の確保の取り

組みを進める

 《　人　材／教　育　》・・・コーポレートガバナンスの強化と順法精神を徹底し、合わせてスパイス製造販売の

専門性をより深めた人材を教育する体系を整備する

(6）会社の対処すべき課題

　今後の課題につきましては、製品の安全性を確保したうえで、営業力強化により売上を向上させ、生産体制・物流

体制の見直しを実施し、効率化を図ることにあると考えております。
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(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題のひとつとして認識しており、変化の激しい経営環境に

対応し、企業競争力を強化する観点から経営判断の迅速化を図るとともに、経営監視体制の充実を図ってまいります。

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

（ⅰ）会社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

（ａ）会社の機関の内容

　取締役会は、商法等で定められた事項及びその他経営に関する重要事項に関する決定、報告並びに業務執行の監督

を行っており、また、管理・監査と執行を分離し、担当分掌業務における責任を明確化するために執行役員制度を導

入しております。重要方針の決定と経営監視を取締役会が、業務執行を執行役員が、それぞれ担う体制としております。

　常勤役員による経営会議を設置し、経営全般に関する重要な報告・審議・決定事項及び取締役会に付議すべき事項

を審議しており、適宜開催しております。

　監査役会は原則月１回開催され、経営状態及び取締役の業務執行状況等につき協議を行っております。　

 （ｂ）内部統制システム整備の状況

　内部統制システムにつきましては、担当する独立した機関の設置はしておりませんが、人事総務部の総務部門を担

当部署として機能させております。

 （ｃ）リスク管理体制の整備状況

　当社は、取締役会の管理機能、監査役の監査機能を充実させると共に、重要な法的課題やコンプライアンスに関す

る事象については外部の顧問弁護士に、重要な会計的課題に関する事象については会計監査人により助言・指導を受

けております。　

 （ｄ）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　監査役と監査室（内部監査担当）が連携し、当社及びグループ企業に対し業務監査を実施しております。会計監査

につきましては、当社は監査法人和宏監査事務所と監査契約を締結し、独立・公正な立場からの監査を受けております。

 （ⅱ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

　当社は、経営監視機能の観点から、社外取締役４名、社外監査役４名を任用しております。味の素㈱から社外取締

役２名、社外監査役１名を、また、ハウス食品㈱から社外取締役２名を招聘し、当社の経営に参画し監視機能の役割

を担っております。なお、当社と味の素㈱及びハウス食品㈱との間で業務提携契約を締結しております。

　(ⅲ)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における状況

　当社では経営環境の変化に対して迅速な経営判断ができるよう、毎月１回取締役会を開催し必要に応じて臨時取締

役会を開催しております。また取締役と監査役は日常的に意見交換を行っております。さらなる経営の透明性と効率

性を目指して、コーポレート・ガバナンス体制の強化、充実に努めてまいります。
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(8）親会社等に関する事項

　①親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所

有割合

親会社が発行する株券が上場され

ている証券取引所

 味の素㈱
 上場会社が他の会社の関連会社である場合に

おける当該他の会社
 40.2％

 ㈱東京証券取引所　市場第一部

 ㈱大阪証券取引所　市場第一部

 ハウス食品㈱
 上場会社が他の会社の関連会社である場合に

おける当該他の会社
 15.9％

 ㈱東京証券取引所　市場第一部

 ㈱大阪証券取引所　市場第一部

　②親会社等のうち、上場会社に与える影響がもっとも大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

商号 味の素㈱

 理由
 味の素㈱は当社の筆頭株主であり、当社役員のうち同社の役員を兼ねる者は２名、従業員を兼ねる

者は２名であり、他に４名の出向者を受け入れております。

　③親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係

　　味の素㈱は当社の議決権比率の40.2％を所有し、ハウス食品㈱は同じく15.9％を所有している「その他の関係会

社」であります。当社は、主として香辛料及びその他の食材の仕入、製造、販売を行っており、味の素㈱及びハウ

ス食品㈱は当社製品(一部を原料として)を日本国内へ販売しております。

　④親会社等との取引に関する事項 

　  開示すべき重要な事項はありません。 

 (9）内部管理体制の整備・運用状況

 　内部統制につきましては、公正な業務執行を確保するために、適切な内部統制システムを構築し、運用するととも

に、適宜その見直しや整備を行っていくよう取り組んでおります。

　重要な意思決定につきましては、社内規程に基づき取締役会の決議を得て決裁を行っております。主要な業務に関

しては社内規程やマニュアルにて担当部署、決定権者及び管理者を明確にしております。また、経営体制の妥当性や

業務執行の状況についてのチェックを監査役監査、内部監査及び会計監査人監査にて対応しております。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資が増加するなど、景気は緩やかに回復傾向を示

しております。個人消費におきましても、企業業績を背景に雇用・所得に対する改善傾向が家計に好影響を与え、増

税や年金問題等による先行きの不透明感があるものの、上向き傾向にあるように見受けられます。

　当食品業界におきましては、国内外の鳥インフルエンザ問題や米国産牛肉の輸入再開協議の難航等、不安定要素を

含んだ状況が続き、原油価格高騰による燃料費増等厳しい企業環境が続いております。

　このような状況下において、当社は、事業の見直しを実施して事業の「選択と集中」を行うことにいたしました。

スパイス及び調味料に特化し事業を深耕してまいります。「ＧＡＢＡＮ」ブランド鮮度の向上の施策として、平成17

年4月より袋スパイスをより安全性・防塵性を高めた包材に変更し、同時にパッケージデザインのリニューアルを行い

ました（缶・瓶スパイスは昨年実施済み）。５月には外食産業向け新製品としてスパイスミックス（用途別ノンソル

トタイプ）を5種類発売し、９月にはスパイスシーズニングを3種類、10月にはリニューアル製品1種類の販売を開始い

たしました。

　また、10月に、当社の「経営方針」に掲げる「企業の使命」及び「事業の目的」を達成することを目的として当年

度を初年度とする「中期経営計画」（2005年度～2010年度）を策定いたしました。本計画は、目的達成のための諸施

策を確実に実行し、各年度における経営戦略を明確にしたものであります。本計画では、成長の基盤を確かなものに

してまいります。

　営業面におきましては、外食産業市場規模も縮小傾向で推移しており厳しい状況が続いております。ペッパーを中

心とした香辛料の売上は増加しましたが、一方、品種の整理（加工食品のアイテムカット等）により加工食品は減収

となりました。国内家庭向けスパイス（ハウス食品㈱を通じて販売）が売上に寄与いたしました。

　生産面におきましては、６月にロジスティック本部を再編いたしました。これは同本部の迅速な意志決定と組織相

互間のより緊密な生産体制を築くことを目的としております。Gaban Spice Manufacturing(M)SDN.BHD.は昨年設備増

強を終え、大量供給体制を整え、高度な品質管理体制及び生産体制の強化を図っております。

　12月に関東事業所（工場・物流センター）の建設に着工いたしました。関東事業所の稼働は本年秋を目指しており

ます。

 また、６月に管理本部は本部体制を廃止し、各部は各々コーポレート部門として独立することといたしました。社

内の基幹情報システムを刷新し、各業務の標準化を実施すべく新情報システムプロジェクトを遂行しております。

　以上の結果、当連結会計年度の業績といたしましては、売上高 7,610 百万円（前年同期比 1.6％増）、経常利益

449百万円（前年同期比 179.3％増）、当期純利益 202百万円（前年同期は当期純損失 244百万円）となりました。

 (2）財政状態

（キャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で 289 百万円減少の 215 百万円の収入となりました。主な要

因は、税金等調整前当期純利益 409 百万円（前年同期は当期純損失 244 百万円）の増加とたな卸資産の増加額 314

百万円のキャッシュ・フロー減少によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、 前年同期比で 2,291 百万円支出が減少し、 255 百万円の支出となりまし

た。主な要因は、香辛料増産等の有形固定資産の取得による支出 205 百万円によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で、 3,223 百万円収入が減少し、 137 百万円の支出となりま

した。主な要因は、配当金の支払額 132 百万円によるものです。

　以上の結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度の 5,085 百万円から 141 百万円減少し、 4,944 百万円

となりました。
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なお、当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期

株主資本比率（％） 86.1 89.4 84.9

時価ベースの株主資本比率（％） 62.4 65.7 67.8

　（注）１．株主資本比率：株主資本／総資産

　　　　２．時価ベースの株主資本比率：株式時価評価／総資産

　　　　３．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債及び利払いがありませんので記載

　　　　　　を省略しています。

　　　　＊　各指標は連結ベースの財務数値により算出しています。

　　　　＊　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

(3）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、国内の経済環境は、企業収益の一部改善や株式市場の持ち直し等により回復の兆し

が見られるものの、減税幅縮小や社会保険料負担増による個人消費マインドの悪化や海外経済の減速などの懸念材料

もあり、厳しい経営環境が続くものと思われます。

　当社グループは、世界中から原料を調達し、生産・販売までを一貫体制で繋ぐ「香辛料総合企業グループ」を志向

することを事業の目的と位置づけております。今後の見通しにつきましては、国内の経済環境は雇用情勢や個人消費

マインドに改善がみられ、景気は緩やかに拡大するものと思われますが、原油価格の高騰や為替相場の動向等不透明

要因には留意する必要があります。

　このような環境下、当社グループでは中期経営計画の２年目にあたる2006年度が本格的な取組開始の年となります。

各経営戦略に基づく諸施策を実施してまいります。本年５月の残留農薬ポジティブリスト制施行に対応した品質管理

体制の強化、生産体制の再構築を推進し、本年秋に予定している関東事業所稼動及び稼動に伴い新情報システムのカッ

トオーバーを始めとするインフラ整備を実行してまいります。

　創業の原点である外食産業向けスパイスの拡販に努めるとともに、味の素株式会社グループを含む国内外の食品メー

カー向けスパイスの販売の拡大に努力し、他方、ハウス食品株式会社を通じて国内家庭用スパイス市場への展開をす

ることにより、業績の向上を目指してまいります。

　以上の要因により、次期の連結業績は、売上高 8,250 百万円（前年同期比 8.4％増）、経常利益 420 百万円（前

年同期比 6.5％減）、当期純利益 250 百万円（前年同期比 23.8％増）を見込んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 5,085,934 4,944,192 △141,741

２．受取手形及び売掛金 1,465,810 1,432,620 △33,189

３．たな卸資産 1,202,152 1,548,416 346,264

４．繰延税金資産 153,531 150,517 △3,013

５．その他 179,456 259,569 80,113

６．貸倒引当金 △6,815 △6,965 △149

流動資産合計 8,080,069 61.8 8,328,352 59.2 248,282

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産  

１．建物及び構築物 2,161,309 2,232,953  

減価償却累計額 524,904 1,636,405 600,923 1,632,030 4,375

２．機械装置及び運搬具 1,221,782 1,290,419  

減価償却累計額 402,977 818,805 506,455 783,963 △34,841

３．土地 1,154,878 1,154,878 －

４．建設仮勘定 － 719,939 719,939

５．その他 246,218 239,696  

減価償却累計額 164,519 81,699 162,679 77,016 △4,683

有形固定資産合計 3,691,788 28.2 4,367,827 31.0 676,039

(2)無形固定資産 90,374 0.7 140,591 1.0 50,217

(3)投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 90,679 120,783 30,104

２．繰延税金資産 87,289 75,538 △11,750

３．長期定期預金 1,000,000 1,000,000 －

４．その他 ※１ 90,224 51,561 △38,663

５．貸倒引当金 △46,972 △6,179 40,793

投資その他の資産合計 1,221,221 9.3 1,241,704 8.8 20,483

固定資産合計 5,003,384 38.2 5,750,124 40.8 746,739

資産合計 13,083,454 100.0 14,078,476 100.0 995,022
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前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 305,625 375,821 70,196

２．未払法人税等 15,851 267,939 252,088

３．賞与引当金 65,998 57,527 △8,470

４. 未払金 － 802,599 802,599

５．その他 717,262 399,989 △317,272

流動負債合計 1,104,736 8.5 1,903,877 13.5 799,140

Ⅱ　固定負債  

１．繰延税金負債 37,976 － △37,976

２．退職給付引当金 144,972 128,324 △16,647

３．役員退職慰労引当金 79,612 90,087 10,475

４．その他 17,850 396 △17,454

固定負債合計 280,412 2.1 218,808 1.6 △61,603

負債合計 1,385,148 10.6 2,122,686 15.1 780,776

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 2,827,868 21.6 2,827,868 20.1 －

Ⅱ　資本剰余金 2,841,693 21.7 2,841,693 20.1 －

Ⅲ　利益剰余金 6,506,279 49.7 6,576,040 46.7 69,760

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

12,686 0.1 26,103 0.2 13,417

Ⅴ　為替換算調整勘定 △478,800 △3.6 △299,742 △2.1 179,057

Ⅵ　自己株式 ※３ △11,421 △0.1 △16,172 △0.1 △4,751

資本合計 11,698,305 89.4 11,955,790 84.9 257,484

負債及び資本合計 13,083,454 100.0 14,078,476 100.0 995,022
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 7,496,333 100.0 7,610,852 100.0 114,518

Ⅱ　売上原価 5,102,527 68.1 5,494,633 72.2 392,105

売上総利益 2,393,806 31.9 2,116,219 27.8 △277,586

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．荷造運賃 333,218 326,533  

２．貸倒引当金繰入額 8,885 －  

３．役員報酬及び給与手当 868,871 857,038  

４．賞与引当金繰入額 40,507 35,081  

５．役員退職慰労引当金繰
入額

34,997 10,475  

６．その他 731,926 2,018,406 26.9 751,166 1,980,294 26.0 △38,112

営業利益 375,399 5.0 135,924 1.8 △239,474

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 31,998 40,506  

２．賃貸収入 55,628 29,649  

３．持分法による投資利益 7,447 5,473  

４．為替差益 － 61,438  

５．デリバティブ評価益 － 192,871  

６．その他 24,520 119,595 1.6 15,161 345,100 4.5 225,504

Ⅴ　営業外費用  

１．為替差損 18,988 －  

２．新株発行費 17,449 －  

３．デリバティブ評価損 272,578 －  

４.租税公課 － 12,041  

５．その他 25,161 334,178 4.5 19,867 31,909 0.4 △302,268

経常利益 160,816 2.1 449,115 5.9 288,298

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益  － 1,163  

２．関係会社株式売却益  18,297 －  

３．商標権売却益 12,000 30,297 0.4 － 1,163 0.0 △29,134

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※１ 231,553 －  

２．固定資産除却損 ※２ 14,835 40,481  

３. 関係会社整理損 18,133 －  

４．関係会社株式売却損 8,818 －  

５. 退職給付過去勤務費用 64,062 －  

６．棚卸資産廃棄損 111,806 449,211 5.9 － 40,481 0.5 △408,730

税金等調整前当期純利益又
は税金等調整前当期純損失
(△)

△258,097 △3.4 409,797 5.4 667,894

法人税、住民税及び事業税 20,355 245,381  

法人税等調整額 △33,824 △13,469 △0.1 △37,680 207,700 2.7 221,169

当期純利益又は当期純損失
(△)

△244,628 △3.3 202,096 2.7 446,724
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(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,367,605 2,841,693 1,474,088

Ⅱ  資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行 1,381,068  －   

２．自己株式処分益 93,020 1,474,088 － － △1,474,088

Ⅲ　資本剰余金期末残高 2,841,693 2,841,693 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 6,843,169 6,506,279 △336,890

Ⅱ　利益剰余金増加高  

　　当期純利益 － － 202,096 202,096 202,096

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 82,262 132,335  

２．役員賞与 10,000  －   

３．当期純損失 244,628 336,890 － 132,335 △204,554

Ⅳ　利益剰余金期末残高 6,506,279 6,576,040 69,760
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(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△258,097 409,797 667,894

減価償却費 188,140 259,895 71,754

賞与引当金の増減額 15,001 △8,470 △23,471

退職給付引当金の増減額 46,316 △16,647 △62,963

役員退職慰労引当金の増減額 △128,041 10,475 138,516

貸倒引当金の増減額 7,550 △40,643 △48,193

受取利息及び受取配当金 △32,682 △42,710 △10,028

持分法による投資利益 △7,447 △5,473 1,974

デリバティブ評価損益 272,578 △192,871 △465,450

関係会社株式売却益 △18,297 － 18,297

関係会社株式売却損 8,818 － △8,818

有形固定資産売却益 △1,006 － 1,006

有形固定資産売却損 231,553 － △231,553

固定資産除却損 14,835 40,316 25,481

関係会社整理損 18,133 － △18,133

為替差損益 21,349 △41,524 △62,874

売上債権の減少額 163,766 39,977 △123,789

たな卸資産の増減額 121,267 △314,262 △435,530

仕入債務の増加額 85,200 61,708 △23,491

未払消費税等の増減額 △15,788 12,431 28,219

役員賞与の支払額 △10,000 － 10,000

その他 △26,615 5,924 32,539

　小計 696,537 177,922 △518,614

利息及び配当金の受取額 25,776 41,326 15,550

法人税等の支払額 △216,610 △13,666 202,944

法人税等の還付額 － 10,125 10,125

営業活動によるキャッシュ・フロー 505,703 215,708 △289,994
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金預入れによる支出 △1,000,000 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,609,677 △205,542 1,404,134

有形固定資産の売却による収入 115,985 500 △115,485

無形固定資産の取得による支出 △6,397 △45,931 △39,534

投資有価証券の取得による支出 △798 △720 78

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の売却による支出

※２ △25,420 － 25,420

貸付による支出 △10,278 △3,900 6,378

貸付金の回収による収入 9,377 1,016 △8,360

その他 △19,673 △920 18,753

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,546,881 △255,497 2,291,384

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 2,765,178 － △2,765,178

自己株式の処分による収入 416,322 － △416,322

自己株式の取得による支出 △12,003 △4,751 7,252

配当金の支払額 △83,084 △132,418 △49,333

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,086,412 △137,169 △3,223,581

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,574 35,215 45,790

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 1,034,659 △141,741 △1,176,401

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,051,275 5,085,934 1,034,659

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,085,934 4,944,192 △141,741
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項  (1)連結子会社の数　　　　　　　２社

全ての子会社を連結しており、連結子会

社の名称は、

Gaban Spice Manufacturing (M) SDN.

BHD.

エイチケイフーズ㈱

であります。

なお、前連結会計年度において連結子会

社でありました朝岡スパイス㈱は、売却

したため、連結の範囲から除いておりま

す。

Gaban Spice Marketing (M) SDN.BHD.は

持分の変動により、連結子会社から持分

法適用会社に変更しております。

 (1)連結子会社の数　　　　　　　２社

全ての子会社を連結しており、連結子会

社の名称は、

Gaban Spice Manufacturing (M) SDN.

BHD.

エイチケイフーズ㈱

であります。

２．持分法の適用に関する事項   (1)持分法適用の関連会社数　　　１社

持分法適用会社の名称は

Gaban Spice Marketing (M) SDN.BHD.

であります。

なお、持分の変動により、

Gaban Spice Marketing (M) SDN.BHD.は

当連結会計年度より連結子会社から持分

法適用会社に変更しております。

  (1)持分法適用の関連会社数　　　１社

持分法適用会社の名称は

Gaban Spice Marketing (M) SDN.BHD.

であります。

(2)持分法を適用していない関連会社

（㈲ホクユーフーズ）は、当期純損益及

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、持分法の適用の範囲から除外してお

ります。

(2)     ─────────

(3)持分法適用の関連会社のGaban 　　

Spice Marketing(M)SDN.BHD.の決算日は、

12月31日でありますが、連結財務諸表の

作成にあたっては、同日現在の財務諸表

を使用しております。

(3)　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の　Gaban Spice

Manufacturing(M)SDN.BHD.の決算日は、

12月31日でありますが、連結財務諸表の

作成にあたっては、同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。

　　　　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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 ①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

②　デリバティブ

　　　時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

主として移動平均法による原価法

③　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法、在

外連結子会社は定額法によっております。

ただし、当社及び国内連結子会社につ

いては、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

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

建物及び構築物　　７年～50年

機械装置　　　　　６年～10年

②　無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

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

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

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

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

- 15 -



項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

③　退職給付引当金

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。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（５年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。

過去勤務債務は、その発生時に全額費用

処理しております。 

③　退職給付引当金

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。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（５年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。　　

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

④　役員退職慰労引当金

同左

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、為替差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

同左

(5) 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

(6)重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引、通貨スワップ及び

　 通貨オプション

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建予定輸入取引

ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

外貨建予定輸入取引の為替変動リスクを

ヘッジするため、為替予約取引等を行う

ものとしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の間に高い有効

性が認められるため、事後テストは省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

- 16 -



項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(7)その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

①　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　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時から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

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── （連結貸借対照表）

  「未払金」は、前連結会計年度まで流動負債の「その

他」に含めて表示していましたが、負債及び資本合計額

の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「未払金」の金額は

219,566千円であります。

──────  （連結損益計算書）

   「租税公課」は、前連結会計年度まで営業外費用の「そ

の他」に含めて表示していましたが、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「租税公課」の金額は

11,466千円であります。
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追加情報

 

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

──────  (法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方法）

　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割 19,902千円を販売費及び

一般管理費として処理しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）及び出資金 34,400千円 投資有価証券（株式） 41,160千円

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式 11,041,277株

であります。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式 11,041,277株

であります。

※３．当社が保有する自己株式数は、普通株式 13,279株

であります。 

※３．当社が保有する自己株式数は、普通株式 18,979株

であります。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日

至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 73,128千円

土地 158,425千円

※１　　　　　　─────────

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 8,487千円

機械装置及び運搬具 1,684千円

その他 4,663千円

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 962千円

機械装置及び運搬具 36,265千円

その他 3,253千円

- 18 -



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※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

※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

現金及び預金勘定 5,085,934千円

現金及び現金同等物 5,085,934千円

現金及び預金勘定 4,944,192千円

現金及び現金同等物 4,944,192千円

※２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳

 Gaban Spice Marketing (M) SDN.BHD.

※２．　　　　　─────────

流動資産 91,714千円

固定資産 31,721千円

　資産合計 123,435千円

流動負債 28,845千円

固定負債 582千円

　負債合計 29,427千円

 朝岡スパイス㈱

流動資産 121,340千円

固定資産 12,084千円

　資産合計 133,424千円

流動負債 44,086千円

固定負債 1,118千円

　負債合計 45,204千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

(有形固定資産)

その他 30,897 18,470 12,427

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

(有形固定資産)

その他 27,297 19,894 7,403

　２. 未経過リース料期末残高相当額 (２)未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,657千円

１年超 12,016千円

合計 17,673千円

１年内 4,838千円

１年超 7,177千円

合計 12,016千円

  ３. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (３)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 6,687千円

減価償却費相当額 6,167千円

支払利息相当額 373千円

支払リース料 5,957千円

減価償却費相当額 5,024千円

支払利息相当額 299千円

  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

率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

  ５. 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(５)利息相当額の算定方法

同左

  　　　　　────────── ２．オペレーティング・リース取引

　  未経過リース料 

１年内 1,125千円

１年超 3,658千円

合計 4,783千円
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

取得原価
（千円）

連結貸借
対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借
対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1)株式 28,781 48,175 19,394 29,501 68,098 38,596

(2)その他 5,109 7,104 1,995 5,109 10,525 5,416

小計 33,890 55,279 21,389 34,610 78,623 44,012

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1)株式 － － － － － －

(2)その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 33,890 55,279 21,389 34,610 78,623 44,012

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 1,000 1,000
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(1) 取引の内容及び利用目的

当社グループは為替相場変動のリスクヘッジ、すなわち

輸入取引に係る営業取引コスト（円貨）確定を目的として

為替予約取引等を利用しております。

(1) 取引の内容及び利用目的

同左

(2) 取引に対する取組方針

当社グループは為替相場変動のリスクヘッジを目的とし

てデリバティブ取引を利用する方針であり、短期的な売買

差益獲得目的や投機目的のために、単独でデリバティブ取

引を利用することはしない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引に係るリスクの内容

　当社グループの為替予約は輸入仕入計画に基づいて行わ

れているため、結果として実需を伴わない為替予約の実行

が生じるリスクが存在しますが、外貨建て輸入取引額と為

替予約残高の比率から判断してそのリスクが顕在化する可

能性は低いものと認識しております。また、デリバティブ

取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関としてい

るため、相手先の契約不履行によるリスクも低いものと認

識しております。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスクの管理体制

デリバティブ取引は、当社でのみ行っており、役員会で

討議・決定された方針に基づき、所定の手続に従って主管

部である購買部が行っております。また、経理部をリスク

管理部署とし、取引の状況管理を行うとともに、取引の状

況は定期的に役員会に報告されております。

(4) 取引に係るリスクの管理体制

デリバティブ取引は、当社でのみ行っており、役員会で

討議・決定された方針に基づき、所定の手続に従って主管

部であるロジスティック企画部が行っております。また、

経理部をリスク管理部署とし、取引の状況管理を行うとと

もに、取引の状況は定期的に役員会に報告されております。
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２．取引の時価等に関する事項

　　通貨関係

区分 種類

前連結会計年度（平成17年２月28日現在） 当連結会計年度（平成18年２月28日現在）

契約額等
（千円）

契約額等のう
ち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等のう
ち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外

の取引

為替予約取引

　買建

　　米ドル 702,282 702,282 613,567 △88,714 947,520 947,520 890,752 △56,767

オプション取引

  売建プット

　　米ドル 769,680 769,680 151,668 △96,467 641,400 641,400 70,308 △21,599

(55,200) (55,200)   (48,708) (48,708)   

　買建コール

　　米ドル 769,680 769,680 1,744 △22,626 641,400 641,400 1,941 △17,856

(24,371) (24,371)   (19,797) (19,797)   

  売建プット

　　ユーロ － － － － 693,846 693,846 59,253 △2,566

（－） （－）   (56,686) (56,686)   

　買建コール

　　ユーロ － － － － 693,846 693,846 38,618 3,262

（－） （－）   (35,356) (35,356)   

クーポンスワップ取

引

　　受取　米ドル

　　支払　日本円
1,641,000 1,641,000 △64,769 △64,769 1,641,000 1,641,000 15,821 15,821

合計 － － － △272,578 － － － △79,706

　（注）１．時価の算定方法　

為替予約取引 先物為替相場を使用しております。

オプション取引及び

クーポンスワップ取引

約定している金融機関より提示された価額等を使用しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載の対象から除いております。

３．オプション取引の（　）内の金額はオプション料ですが、ゼロコストオプション取引のため、オプション料

の授受はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度、国内連結子会社は退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

(1)退職給付債務の額（千円） △385,566 △367,106

(2)年金資産の額（千円） 254,080 248,711

(3)未積立退職給付債務（千円） △131,486 △118,395

(4)未認識数理計算上の差異（千円） △13,485 △9,929

(5)退職給付引当金（千円） △144,972 △128,324

(注)　国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

退職給付費用

(1)勤務費用（千円） 25,270 28,967

(2)利息費用（千円） 8,644 9,580

(3)期待運用収益（減算）（千円） △4,049 △3,811

(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円） △6,023 △5,662

(5)過去勤務債務の費用処理額（千円） 64,062 －

退職給付費用計（千円） 87,904 29,074

（注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

(1)割引率（％） 2.5 2.5

(2)期待運用収益率（％） 1.5 1.5

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額配分 期間定額配分

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） ５

（各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤続

年数期間以内の一定の年数に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理をすること

としております。）

５ 

同左

(5)過去勤務債務の額の処理年数（年） １

（発生時に全額費用処理する

こととしております。）

－ 
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 26,884 千円

役員退職慰労引当金 32,394

退職給付引当金 58,948

未実現利益 4,818

貸倒引当金 16,664

会員権評価損 6,161

繰越欠損金 40,599

その他 82,057

繰延税金資産合計 268,527

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △19,003

減価償却費 △37,976

その他 △8,703

繰延税金負債合計 △65,683

繰延税金資産の純額 202,843

繰延税金資産

賞与引当金 23,435 千円

未払事業税 24,991

退職給付引当金 52,173

役員退職慰労引当金 36,656

貸倒引当金 1,972

会員権評価損 6,161

連結子会社の繰越欠損金 56,593

その他 102,604

繰延税金資産合計 304,588

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △17,384

減価償却費 △43,239

その他 △17,908

繰延税金負債合計 △78,532

繰延税金資産の純額 226,055

(注)　当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。

(注)　当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。

 (平成17年２月28日現在)  (平成18年２月28日現在)

流動資産－繰延税金資産 153,531千円

固定資産－繰延税金資産 87,289千円

固定負債－繰延税金負債 37,976千円

流動資産－繰延税金資産 150,517千円

固定資産－繰延税金資産 75,538千円

２．当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるた

め、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別の内訳に関しては記載してお

りません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％）

 法定実効税率 40.7

 （調整）

 海外連結子会社の税率差異 5.2

 持分法による投資利益 △0.5

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6

 住民税均等割等 3.1

 その他 △0.4

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.7
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当グループの連結売上高はそのすべてが加工食品製造事業であ

るため、事業の種類別セグメント情報は該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）

日本（千円）
東南アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 7,233,932 262,401 7,496,333 － 7,496,333

(2)セグメント間の内部売上高 14,737 556,084 570,821 (△570,821) －

計 7,248,670 818,485 8,067,155 (△570,821) 7,496,333

営業費用 6,268,552 913,348 7,181,901 (△60,967) 7,120,934

営業利益(又は営業損失) 980,117 △94,863 885,253 (△509,854) 375,399

Ⅱ　資産 5,463,241 1,792,938 7,256,180 5,827,273 13,083,454

（注）１．地域は地理的近接度によって区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域は次のとおりであります。

東南アジア……マレーシア

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、571,124 千円であり、その主なもの

は親会社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、6,183,836 千円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（長期定期預金）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

日本（千円）
東南アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 7,295,832 315,020 7,610,852 － 7,610,852

(2)セグメント間の内部売上高 22,513 775,094 797,607 (△797,607) － 

計 7,318,345 1,090,115 8,408,460 (△797,607) 7,610,852

営業費用 6,551,614 1,218,268 7,769,882 (△294,954) 7,474,928

営業利益(又は営業損失) 766,730 △128,152 638,577 (△502,653) 135,924

Ⅱ　資産 6,294,512 1,877,247 8,171,760 5,906,715 14,078,476

（注）１．地域は地理的近接度によって区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域は次のとおりであります。

東南アジア……マレーシア

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、497,817 千円であり、その主なもの

は親会社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、6,148,768 千円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（長期定期預金）及び管理部門に係る資産等であります。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額      1,060円78銭

１株当たり当期純損失金額  23円92銭

１株当たり純資産額        1,083円78銭

１株当たり当期純利益金額    17円42銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　当社は、平成16年４月19日付で株式１株につき1.1株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、以下のとおりとなります。

前連結会計年度

１株当たり純資産額 1,178円15銭

１株当たり当期純利益金額 74円21銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当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。

なお、潜在株式調整後１株当たり当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株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年３月31日
至　平成17年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成17年３月31日
至　平成18年２月28日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △244,628 202,096

普通株主に帰属しない金額（千円） － 10,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－)  （10,000) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△244,628 192,096

期中平均株式数（株） 10,224,514 11,025,167

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）受注実績

　見込生産を行っているため、該当事項はありません。

(2）生産実績

 （単位：千円）

品　目

前連結会計年度

（自平成16年３月１日

至平成17年２月28日）

当連結会計年度

（自平成17年３月１日

至平成18年２月28日）

製　品 3,568,237 4,136,511

（注）１．金額は製造原価にて記載しております。

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれて下りません。

(3）販売実績

 （単位：千円）

品　目

前連結会計年度

（自平成16年３月１日

至平成17年２月28日）

当連結会計年度

（自平成17年３月１日

至平成18年２月28日）

製　品 5,545,836 5,685,854

商　品 1,950,497 1,924,998

合　計 7,496,333 7,610,852

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれて下りません。

　　　２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 東亜商事株式会社 － － 770,500 10.1
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