
１．平成18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）    9円98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。 

平成19年２月期 中間決算短信（連結） 
平成１８年１０月１８日

上場会社名 株式会社ギャバン     上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ２８１７       本社所在都道府県  東京都 

(URL http://www.gaban.co.jp) 

代   表    者 役職名 代表取締役社長   氏名   稲 田   新   

問合せ先責任者 役職名 取締役執行役員経営企画部長 氏名  平 間  三 政 ＴＥＬ（03）3537－3020 

決算取締役会開催日 平成18年10月18日     

親会社等の名称  味の素株式会社  （コード番号：２８０２）  親会社等における当社の議決権所有比率 55.4％ 

米国会計基準採用の有無  無 

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 3,893 (  0.9) 8 (△91.3) 99 (△64.9)

17年８月中間期 3,859 (  2.8) 98 (△59.8) 284 ( 106.1)

18年２月期 7,610  135  449  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

18年８月中間期 36 (△68.4) 3 27 － － 

17年８月中間期 114 (   － ) 10 34 － － 

18年２月期 202  17 42 － － 

（注）  

①持分法投資損益 18年８月中間期  4百万円 17年８月中間期 3百万円 18年２月期 5百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年８月中間期 11,020,198株 17年８月中間期 11,026,798株 18年２月期  11,025,167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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年８月中間期 13,674 12,001 87.8 1,089 14 

17年８月中間期 13,109 11,757 89.7 1,066 46 

18年２月期 14,078 11,955 84.9 1,083 78 

 (注） 

期末発行済株式数（連結） 18年８月中間期 11,018,898株 17年８月中間期 11,025,098株 18年２月期 11,022,298株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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８月中間期 △245 △1,594 △135 2,968 

17年８月中間期 △22 △132 △134 4,810 

18年２月期 215 △255 △137 4,944 

(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

通 期 7,800   △120   △110   
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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、親会社１社及びその他の関係会社

１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）を日本国内へ販売しております。 

（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。 

無 印：連結子会社 

（※１）：親会社 

（※２）：関連会社で持分法適用会社 

（※３）：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。 

 今期の配当金につきましては、普通配当1株当たり12円を予定しております。（中間配当は実施せず、期末配当の

み。） 

 （３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、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、前年

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、「事業の選択と集中」

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 

       《 事業の選択と集中 》…単一スパイス事業及び混合調味料事業をコア事業領域とし、加工食品事業はコア事 

                                業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 

      《   事  業   》…各事業に分類し、事業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  》…事業別、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》…トレーサビリティの推進、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）親会社に関する事項 

 ①親会社等の商号等  

   ②親会社等のうち、上場会社に与える影響が最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 

 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 55.37％を所有する親会社であり、ハウス食品㈱は同じく15.95％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（一部原材料として）を日本国内へ販売しております。 

 ④親会社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。 

 親会社等   属性  
親会社等の議決権

所有割合  

 親会社等が発行する株券が上場 

されている証券取引所 

 味の素㈱  親会社   55.37％ 
 ㈱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 
  15.95％ 

 ㈱東京証券取引所 市場第一部 

 ㈱大阪証券取引所 市場第一部 

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従業員を兼ねる者は２名であり、６名の  

 出向者を受け入れております。  
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用及び所得の改善を背景として個人消費が堅調であったことに加え、

好調な企業業績を受け設備投資も増加傾向にありました。しかしながら、原油をはじめとする原材料の上昇やゼロ金利

解除に伴う金利の上昇懸念など、景気の先行は必ずしも楽観できない状況にあると思われます。   

 当食品業界におきましても、原油価格上昇による燃料費増等不安定要素を含んだ状況が続いており、また、５月に残

留農薬ポジティブリスト制が施行され、より一層の品質管理体制の強化が求められております。 

  このような状況下において、当社は、「中期経営計画」（2005年度～2010年度）の諸施策を実施してまいりました。

１．「ＧＡＢＡＮ」ブランドの鮮度向上・・・・ 

      ハウス食品㈱を通じて一般消費者向けスパイスの販売（ブランドの浸透度の向上による販売促進） 

２．人材の育成・・・・ 

   人事制度の定着と運用 

３．香辛料メーカーとしての体質強化・・・・ 

   国内外検査体制の一元化、関東事業所稼動（生産・物流体制の再構築） 

  各施策を確実に実行し、成長の基盤を確かなものにしていきたいと思います。 

  営業面におきまして、売上は、ほぼ前年並みに推移いたしました。外食産業市場向けスパイスが順調に推移し、加工

食品及び輸入食品のアイテムカット並びに終売による減収、海外食品メーカー向け販売の低調をカバーいたしました。

利益に関しては、売上原価が大幅に上昇し、各利益段階において対前年比減益となりました。これは、原材料費・包材

費の価格上昇、為替の円安の影響によるもの及び連結子会社において不動産の評価を行い、減損損失を計上したためで

あります。 

 生産面におきましては、昨年度から手掛けてきました生産の再構築を遂行してまいりました。昨年、Gaban Spice 

Manufacturing(M)SDN. BHD.（ＧＳＭ社）の大量供給体制の整備を終了し、昨年から建設を進めておりました関東事業

所が９月に竣工となり、今後ＧＳＭ社及び関東事業所を中心に、より高度な品質管理体制の維持及び生産体制の強化を

図っていくことになります。なお、東海事業所及び東京工場は、生産・物流機能を移管し再編に着手しております。ま

た、関東事業所稼動に合わせて新情報システムのカットオーバーを進めております。 

 なお、コーポレート部門のシステム管理部は人事総務部と統合いたしました。 

 資本面に関して、本年４月に味の素㈱による当社株式の公開買付け（公開買付け期間４月24日～５月15日）が発表さ

れ、実施されました。当該公開買付けにより、同社は当社発行済株式数の15％相当の株式を買付けし、同社の当社株式

の議決権所有比率は55.37％（公開買付け前40.28％）となり、当社の親会社となりました。 

 以上の結果、当中間連結会計年度の業績といたしましては、売上高 3,893百万円（前期比0.9％増）、経常利益 99百

万円（前期比 64.9％減）、中間純利益 36百万円（前期比 68.4％減）となりました。 

（２）財政状態 

 当中間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、固定資産の取得、法人税等の支払額

等により前中間連結会計期間に比べ 1,841百万円減少（前年同期比 38.3%減）し、当中間連結会計期間末には 2,968百

万円となりました。  

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は 245百万円（前年同期は 22百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整

前中間純利益 60百万円（前年同期は 263百万円）、売上債権の増加額 217百万円、法人税等の支払額 257百万円によ

るものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 1,594百万円（前年同期は 132百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出 1,478百万円、無形固定資産の取得による支出 111百万円によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は 135百万円（前年同期は 134百万円の支出）となりました。これは主に、配当金の支

払額 132百万円によるものです。 
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 なお、当社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。 

 （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

    ２．時価ベースの自己資本比率：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）通期の見通し 

 通期の見通しにつきましては、国内の経済環境は景気の先行きに不透明感が残るものの、企業収益の改善が継続する

見通しの中、個人消費の回復も伴い景気は底堅く推移するものと考えられますが、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、製品の終売により減収要因となりますが、製品アイテムの見直しを継続して実施してまいりま

す。一方、外食産業向けスパイスの拡販に努めるとともに、味の素㈱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、また、ハウス食品㈱を通じて国内家庭用スパイス市場への展開を進めることにより、増収を

図ってまいります。 

 しかしながら、原材料価格の上昇に加えて為替の円安傾向等により、売上原価は増大することが見込まれており、ま

た、海外生産子会社Gaban Spice Manufacturing（M）SDN. BHD.の業績も懸念され、残念ながら経常損失、当期純損失

の予算を組まざるを得ない状況と判断いたしました。 

  設備投資に関して、生産・物流体制の再構築は、今期末までに終了すべく推進してまいります。既存事業所及び工場

の生産・物流機能を明確にし、各々機能毎に移管、集約するとともに、早期に関東事業所を本格的稼動することを目指

してまいります。なお、同事業所稼動に合わせて新情報システムのカットオーバーを実行いたします。 

 品質管理体制の強化についても継続して実施いたします。残留農薬ポジティブリスト制施行に伴い、所要検査費用を

予算化して取り組んでまいります。 

 なお、通期の見通しとしましては、売上高は 7,800百万円（前年同期比 2.5%増）、経常損失は 120百万円（前年同

期は経常利益 449百万円）、当期純損失 110百万円（前年同期は当期純利益 202百万円）を予定しています。 

 平成16年 平成17年 平成18年 平成17年  平成18年

 ８月中間期 ８月中間期 ８月中間期 ２月期 ２月期

自己資本比率（％） 90.8 89.7 87.8 89.4 84.9 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
84.1 70.7 64.8 65.7 67.8 
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（４）事業等のリスク 

事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下

のようなものがあると考えております。 

 当社は、これらのリスクの存在を認識した上で、その発生を未然に防ぎ、かつ、万一発生した場合でも適切に対処

するよう努める所存であります。なお、文中における将来に関する事項は、平成18年８月31日現在において当社が判

断したものであります。 

(1) 為替相場変動の影響について 

当社は、主な原材料等を海外から外貨建てで輸入しております。 

 当社は、輸入原材料等の仕入金額の約50％をめどに為替予約等により、リスクヘッジを行っておりますが、為替相

場変動による影響を全て回避するものではなく、今後についても当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

(2) 原材料の市況価格の変動の影響について 

当社は、主要原材料として「胡椒」など海外生産の農産物を使用しており、地球温暖化や異常気象などにより価格

が変動することがあります。原材料価格の市況価格の変動により価格が急騰した場合には、製造原価が上昇すること

により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(3) 食品の安全性について 

近年、食品業界におきましては、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）、鳥インフルエンザ、遺伝子組替、アレルギー物質の表

示、残留農薬等の商品の品質、安全性に係る問題が発生しており、消費者の食品の安全性に対する関心が非常に高ま

っております。 

 当社は、「安心・安全」な商品供給のため、品質管理体制をより確かなものにするべく努力しておりますが、予見

不可能な問題が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 子会社による海外生産体制について 

当社の主要製品の一部は、マレーシアの連結子会社 Gaban Spice Manufacturing(M)SDN.BHD.にて生産しておりま

す。このため、関連地域における政治や経済活動の変化、戦争・テロ・大規模な自然災害などの事象が生じた場合に

は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 自然災害について 

当社グループは主要商品を東海事業所（静岡県掛川市）にて生産しております。Gaban Spice Manufacturing(M)

SDN.BHD.にての生産品、海外からの輸入商品の大半は、東海事業所（静岡県掛川市）に集積され、全国に配送してお

ります。 

 この地域において、大規模な自然災害などの長期に渡って操業を中断せざるを得ない事象が発生した場合、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(6) 設備投資について 

当社グループは前年から本年にかけて関東事業所（栃木県足利市）等の設備投資を実施しており、本年、10月には

関東事業所の稼働を予定をしております。これらの投資については、事業の採算性等を考慮して実施しております。

生産の不具合、不慮な事故等の事象が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   4,810,056   2,968,984   4,944,192  

２．受取手形及び売掛
金   1,540,354   1,650,816   1,432,620  

３．たな卸資産   1,457,552   1,443,979   1,548,416  

４．繰延税金資産   109,937   35,346   150,517  

５．その他   189,160   379,719   259,569  

６．貸倒引当金   △7,539   △8,019   △6,965  

流動資産合計   8,099,522 61.8  6,470,826 47.3  8,328,352 59.2

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物及び構築物  2,178,796   2,279,937   2,232,953   

減価償却累計額  556,239 1,622,556  639,277 1,640,659  600,923 1,632,030  

２．機械装置及び運
搬具  1,275,820   1,393,449   1,290,419   

減価償却累計額  478,006 797,814  577,068 816,380  506,455 783,963  

３．土地   1,154,878   1,115,485   1,154,878  

４．建設仮勘定   19,530   2,039,929   719,939  

５．その他  243,620   243,876   239,696   

減価償却累計額  160,722 82,897  173,519 70,356  162,679 77,016  

有形固定資産合計   3,677,678 28.0  5,682,811 41.6  4,367,827 31.0

(2）無形固定資産   115,575 0.9  259,923 1.9  140,591 1.0

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券   100,131   118,622   120,783  

２．繰延税金資産   70,777   92,920   75,538  

３．長期定期預金   1,000,000   1,000,000   1,000,000  

４．その他   52,068   56,420   51,561  

５．貸倒引当金   △6,361   △7,170   △6,179  

投資その他の資産
合計   1,216,615 9.3  1,260,793 9.2  1,241,704 8.8

固定資産合計   5,009,869 38.2  7,203,528 52.7  5,750,124 40.8

資産合計   13,109,391 100.0  13,674,354 100.0  14,078,476 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   401,259   503,990   375,821  

２．未払法人税等   104,071   46,664   267,939  

３．賞与引当金   61,183   52,179   57,527  

４. 未払金    －  838,821   802,599  

５．その他   522,002   80,721   399,989  

流動負債合計   1,088,516 8.3  1,522,378 11.1  1,903,877 13.5

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債  
 

40,317  
 

－  － 

２．退職給付引当金  136,620  117,334   128,324  

３．役員退職慰労引当
金   84,849   －  90,087  

４．その他   1,220   33,477   396  

固定負債合計   263,007 2.0  150,812 1.1  218,808 1.6

負債合計   1,351,524 10.3  1,673,190 12.2  2,122,686 15.1

           

（少数株主持分)           

少数株主持分   － －  － －  － －

 (資本の部）           

Ⅰ 資本金   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   6,488,008 49.5  － －  6,576,040 46.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   14,475 0.1  － －  26,103 0.2

Ⅴ 為替換算調整勘定   △400,347 △3.1  － －  △299,742 △2.1

Ⅵ 自己株式   △13,830 △0.1  － －  △16,172 △0.1

資本合計   11,757,867 89.7  － －  11,955,790 84.9

負債、少数株主持分
及び資本合計   13,109,391 100.0  － －  14,078,476 100.0

 (純資産の部)           

Ⅰ 株主資本            

 １．資本金   － －  2,827,868 20.7  － －

 ２．資本剰余金    － －  2,841,693 20.8  － －

  ３．利益剰余金     － －  6,469,807 47.3  － －

  ４．自己株式    － －  △19,114 △0.1  － －

株主資本合計   － －  12,120,253 88.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等            

１．その他有価証券評
価差額金    － －  22,136 0.2  － －

  ２．繰延ヘッジ損益   － －  154,865 1.1  － －

  ３．為替換算調整勘定    － －  △296,091 △2.2  － －

評価・換算差額等合
計   － －  △119,090 △0.9  － －

Ⅲ 少数株主持分    － －  － －  － －

純資産合計    － －  12,001,163 87.8  － －

  負債純資産合計   － －  13,674,354 100.0  － －
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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17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,859,475 100.0  3,893,475 100.0  7,610,852 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,747,691 71.2  2,844,555 73.1  5,494,633 72.2 

売上総利益   1,111,783 28.8  1,048,919 26.9  2,116,219 27.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１．荷造運賃  172,395   162,582   326,533   

２．貸倒引当金繰入額  －   2,045   －   

３．役員報酬及び給与手
当  411,097   426,260   857,038   

４．賞与引当金繰入額  38,546   37,668   35,081   

５．役員退職慰労引当金
繰入額  5,237   －   10,475   

６．その他  385,734 1,013,011 26.2 411,793 1,040,351 26.7 751,166 1,980,294 26.0 

営業利益   98,771 2.6  8,568 0.2  135,924 1.8 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  17,062   23,974   40,506   

２．賃貸収入  27,046   3,347   29,649   

３. 持分法による投資利
益  3,918   4,132   5,473   

４．為替差益  27,880   8,497   61,438   

５．デリバティブ評価益  130,462   82,250   192,871   

６．その他  6,847 213,218 5.5 10,120 132,323 3.4 15,161 345,100 4.5 

Ⅴ 営業外費用           

１．賃貸費用  －   16,883   －   

２．租税公課  12,041   11,176   12,041   

３．棚卸資産廃棄損  －   7,710   －   

４．その他  15,850 27,892 0.7 5,294 41,065 1.0 19,867 31,909 0.4 

経常利益   284,097 7.4  99,826 2.6  449,115 5.9 

Ⅵ 特別利益           

  貸倒引当金戻入益   572 572 0.0 － － － 1,163 1,163 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１. 固定資産除却損 ※１ 21,328   －   40,481   

２. 減損損失  ※２ － 21,328 0.6 39,392 39,392 1.0 － 40,481 0.5

税金等調整前中間（当
期）純利益   263,341 6.8  60,433 1.6  409,797 5.4 

法人税、住民税及び事
業税  90,399   30,365   245,381   

法人税等調整額  58,877 149,276 3.8 △5,966 24,398 0.7 △37,680 207,700 2.7 

中間（当期）純利益   114,064 3.0  36,034 0.9  202,096 2.7 
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,841,693  2,841,693

Ⅱ 資本剰余金中間期末（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   6,506,279  6,506,279

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 中間（当期）純利益  114,064 114,064 202,096 202,096

Ⅲ 利益剰余金減少高      

  配当金  132,335 132,335 132,335 132,335

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）
残高 

  6,488,008  6,576,040 
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

 （注） 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
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２月28日 残高（千円） 2,827,868 2,841,693 6,576,040 △16,172 12,229,429 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △132,267  △132,267 

利益処分による役員賞与（注）   △10,000  △10,000 

中間純利益   36,034  36,034 

自己株式の取得    △2,942 △2,942 

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 

（千円） 
－ － △106,232 △2,942 △109,175 

平成18年８月31日 残高（千円） 2,827,868 2,841,693 6,469,807 △19,114 12,120,253 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
 評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年２月28日 残高（千円） 26,103 － △299,742 △273,639 － 11,955,790 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）      △132,267 

利益処分による役員賞与（注）      △10,000 

中間純利益      36,034 

自己株式の取得      △2,942 

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） 
△3,967 154,865 3,651 154,548 － 154,548 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△3,967 154,865 3,651 154,548 － 45,373 

平成18年８月31日 残高（千円） 22,136 154,865 △296,091 △119,090 － 12,001,163 
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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17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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17年３月１日 
至 平成18年２月28日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 

 263,341 60,433 409,797 

減価償却費  122,331 121,957 259,895 

減損損失   － 39,392 － 

賞与引当金の減少額  △4,814 △5,347 △8,470 

退職給付引当金の減
少額 

 △8,351 △10,989 △16,647 

役員退職慰労引当金
の増減額 

 5,237 △90,087 10,475 

貸倒引当金の増減額  △39,887 2,045 △40,643 

受取利息及び受取配
当金 

 △17,676 △24,820 △42,710 

持分法による投資利
益 

 △3,918 △4,132 △5,473 

デリバティブ評価益  △130,462 △82,250 △192,871 

固定資産除却損   21,168 － 40,316 

為替差益  △19,546 △2,158 △41,524 

売上債権の増減額  △71,855 △217,930 39,977 

たな卸資産の増減額  △244,379 98,142 △314,262 

仕入債務の増加額  91,298 128,089 61,708 

未払消費税等の増減
額 

 14,022 － － 

役員賞与の支払額  － △10,000 － 

その他  △23,640 △17,078 18,355 

小計  △47,133 △14,734 177,922 

利息及び配当金の受
取額 

 15,265 26,787 41,326 

法人税等の支払額  △666 △257,381 △13,666 

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 

 △22,409 △245,328 215,708 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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17年３月１日 
至 平成18年２月28日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

有形固定資産の取得
による支出 

 △104,781 △1,478,362 △205,542 

有形固定資産の売却
による収入 

 500 － 500 

無形固定資産の取得
による支出 

 △23,730 △111,365 △45,931 

投資有価証券の取得
による支出 

 △353 △367 △720 

貸付による支出  △3,000 － △3,900 

貸付金の回収による
収入 

 248 860 1,016 

その他  △920 △5,366 △920 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △132,036 △1,594,602 △255,497 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

自己株式の取得によ
る支出 

 △2,409 △2,942 △4,751 

配当金の支払額  △132,362 △132,229 △132,418 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △134,771 △135,171 △137,169 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 13,339 △104 35,215 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
減少額 

 △275,878 △1,975,207 △141,741 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 5,085,934 4,944,192 5,085,934 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※1 4,810,056 2,968,984 4,944,192 
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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17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（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  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。 

同左 同左 

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。 

(1)     同左 (1)     同左 

 (2)持分法適用の関連会社の

Gaban Spice Marketing (M)

SDN.BHD.の中間決算日は、6月30日

でありますが、中間連結財務諸表

の作成にあたっては、同日現在の

中間財務諸表を使用しておりま

す。 

(2)     同左 (2)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．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 Gaban Spice  

Manufacturing(M)SDN.BHD.の中間

決算日は、6月30日でありますが、

中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間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   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。 

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 ① 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 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） 

時価のあるもの 

同左 

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） 

 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 デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

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 

③ たな卸資産 

同左 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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、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)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。 

建物及び構築物 ７年～50年 

機械装置    ６年～10年 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

 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 

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 

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 

② 賞与引当金 

同左 

 ③    ───── ③ 役員賞与引当金 

 役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

き当中間連結会計期間負担額を計

上しております。 

 (会計方針の変更) 

 当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」(企業会計

基準第４号 平成17年11月29日)を

適用しております。なお、当中間

連結会計期間においては、役員賞

与の金額を合理的に見積ることが

困難であるため費用処理しており

ません。したがって損益に与える

影響はありません。 

③    ───── 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(3)重要な引当金の計上基

準 

④ 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、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。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 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。 

 ⑤ 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、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

───── 

⑤ 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。 

  （追加情報） 

 当社においては、従来、役員退

職慰労金の支給に備えるため、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したが、

平成18年５月29日の株主総会にお

いて、役員退職慰労金制度の廃止

を決定したことに伴い、当中間連

結会計期間から計上しておりませ

ん。この役員退職慰労金制度の廃

止に伴い、当社の前連結会計年度

末役員退職慰労引当金残高を取崩

し、当中間連結会計期間末未払額

は長期未払金として固定負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。 

 

(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、中間決算

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、在外子会社等の資産及び負

債は、中間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、換算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。 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

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、在外子会社等の資産及び負

債は、中間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、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

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、換算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。 

(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 同左 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(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 

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 

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 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 

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 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7)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 

消費税等の会計処理は税抜方式に

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 

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 

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 同左 
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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17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純利益は39,392千円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き土地の金額から直接控除しておりま

す。 

────── 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「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）および「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は11,846,298千円であります。

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

────── 
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表示方法の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
 至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
 至 平成18年８月31日） 

──────  （中間連結貸借対照表） 

 「未払金」は、前中間連結会計期間まで流動負債の「そ

の他」に含めて表示していましたが、負債純資産合計額の

100分の５を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「未払金」の金額は

139,365千円であります。 

 （中間連結損益計算書） 

 1.「為替差益」は、前中間連結会計期間まで営業外収益

の「その他」に含めて表示していましたが、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「為替差益」の金

額は2,741千円であります。 

 2.「租税公課」は、前中間連結会計期間まで営業外費用

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、前中間連結会計期間における「租税公課」の金

額は11,466千円であります。 

 （中間連結損益計算書） 

 「賃貸費用」は、前中間連結会計期間まで営業外費用の

「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、前中間連結会計期間における「賃貸費用」の金額

は 2,521千円であります。 

──────  （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において区分掲記していた「未払消

費税等の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当中間

連結会計期間から営業活動によるキャッシュ・フローの

「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の「その他」に含まれている

「未払消費税等の増減額」は△11,529千円であります。 
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追加情報 

注記事項 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（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

部分の中間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1

6年２月13日）が公表されたことに伴

い、当中間連結会計期間から同実務

対応報告に基づき、法人事業税の付

加価値割及び資本割 6,678千円を販

売費及び一般管理費として処理して

おります。 

───── （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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※1 固定資産除却損の内容は次のと 

     おりであります。 

建物及び構築物 1,782千円 

機械装置及び運搬具 16,910千円 

その他 2,636千円 

※1      ───── ※1 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

※2      ───── ※2 当社グループは、以下の資産につ

いて、地価の下落により、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

 減損損失額の固定資産の種類別内訳は

全額土地であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却額を

使用し、主として路線価により算定し

ております。 

場所 用途 種類 減損損失額

福井県 

あわら市
製造 土地 39,392千円

※2      ───── 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 3,400株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  ２．配当に関する事項 

   （1）配当金支払額 

   （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

      該当事項はありません。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 11,041,277 － － 11,041,277 

合計 11,041,277 － － 11,041,277 

自己株式     

普通株式（注） 18,979 3,400 － 22,379 

合計 18,979 3,400 － 22,379 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
   （円） 

基準日 効力発生日 

平成18年５月29日 

定時株主総会 
普通株式 132,267 12 平成18年２月28日 平成18年５月30日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（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 

現金及び預金勘定 4,810,056千円 

現金及び現金同等物 4,810,056千円 

現金及び預金勘定 2,968,984千円

現金及び現金同等物 2,968,984千円

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
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（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 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

（有形固定
資産） 

   

その他 30,897 21,148 9,749 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

（有形固定
資産） 

   

その他 62,905 22,958 39,947 

 

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 5,330千円 

１年超 9,401千円 

合計 14,732千円 

１年内 10,924千円 

１年超 33,529千円 

合計 44,453千円 

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 

（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 3,105千円 

減価償却費相当額 2,678千円 

支払利息相当額 164千円 

支払リース料 3,358千円 

減価償却費相当額 3,064千円 

支払利息相当額 188千円 

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 

（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 

（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 

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 3,095千円 

合計 4,221千円 

１年内 1,125千円 

１年超 3,658千円 

合計 4,783千円 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末  （平成17年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末  （平成18年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末  （平成18年２月28日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 29,135 50,908 21,773 

(2)その他 5,109 7,743 2,634 

合計 34,244 58,651 24,407 

 中間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 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 29,869 61,830 31,961 

(2)その他 5,109 10,470 5,361 

合計 34,978 72,300 37,322 

 中間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 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 29,501 68,098 38,596 

(2)その他 5,109 10,525 5,416 

合計 34,610 78,623 44,012 

 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 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末  （平成17年８月31日現在） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  （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

                                   た価格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。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

 

為替予約取引  

買建 

米ドル 527,040 490,714 △36,325 

         

 

オプション取引 

売建プット 

米ドル 694,850 109,663 △57,543 

  (52,120)   

通  貨 
買建コール 

 米ドル 694,850 2,781 △19,254 

  (22,035)   

 
売建プット 

 ユーロ  828,760 41,942 251 

  (41,691)   

 
買建コール 

 ユーロ  828,760 74,391 △12,067 

  (62,323)   

 

 クーポンスワップ取引

 受取 米ドル 

 支払 日本円 

  

1,641,000 

 

△17,176 

 

△17,176 

合  計 － － △142,116 
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当中間連結会計期間末  （平成18年８月31日現在） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  （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

                                   た価格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。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

 

為替予約取引  

買建 

米ドル 852,000 812,184 △39,815 

         

 

オプション取引 

売建プット 

米ドル 577,260 59,094 △14,104 

  (44,989)   

通  貨 
買建コール 

 米ドル 577,260 1,841 △15,794 

  (17,635)   

 
売建プット 

 ユーロ  597,478 26,896 23,193 

  (50,089)   

 
買建コール 

 ユーロ  597,478 54,791 25,407 

  (29,383)   

 

 クーポンスワップ取引

 受取 米ドル 

 支払 日本円 

  

1,641,000 

 

23,657 

 

23,657 

合  計 － － 2,543 
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前連結会計年度末  （平成18年２月28日現在） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  （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

                                   た価格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。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

 

為替予約取引  

買建 

米ドル 947,520 890,752 △56,767 

         

通  貨 

オプション取引 

売建プット 

米ドル 641,400 70,308 △21,599 

  (48,708)   

 
買建コール 

 米ドル 641,400 1,941 △17,856 

  (19,797)   

 
売建プット 

  ユーロ 693,846 59,253 △2,566 

  (56,686)   

 
買建コール  

  ユーロ 693,846 38,618 3,262 

  (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 

 

15,821 

 

15,821 

合  計 － － △79,706 
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（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17年３月１日 至平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 

至平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日）において、当社グループの

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。 

所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年３月１日 至平成17年８月31日） 

 （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、252,823千円であり、その主なも

のは当社の人事総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

 （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、250,234千円であり、その主なも

のは当社の人事総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 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） 

  売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,695,704 163,770 3,859,475 － 3,859,475 

(2)セグメント間の内部売上高 7,806 403,066 410,873 (△410,873) － 

 計 3,703,510 566,837 4,270,348 (△410,873) 3,859,475 

   営業費用 3,298,224 608,250 3,906,475 (△145,772) 3,760,703 

   営業利益（又は営業損失） 405,285 △41,413 363,872 (△265,100) 98,771 

 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） 

  売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,730,557 162,917 3,893,475 － 3,893,475 

(2)セグメント間の内部売上高 22,585 315,390 337,976 (△337,976) － 

 計 3,753,142 478,308 4,231,451 (△337,976) 3,893,475 

   営業費用 3,407,152 586,930 3,994,083 (△109,175) 3,884,907 

   営業利益（又は営業損失） 345,990 △108,622 237,368 (△228,800) 8,568 
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前連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

 （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

のは当社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

海外売上高 

  前中間連結会計期間（自平成17年３月１日 至平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 

至平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日）において、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。 

 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） 

  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 
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（１株当たり情報） 

 （注） 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17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（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 1,066円46銭

１株当たり中間純利益

金額 
10円34銭

１株当たり純資産額  1,089円14銭

１株当たり中間純利益

金額 
  3円27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株当たり中

間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株当たり中

間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。

 （追加情報） 

 「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当中間連結

会計期間から繰延ヘッジ損益（税効果

調整後）の金額を普通株式に係る中間

期末の純資産額に含めております。 

 なお、前中間連結会計期間に係る中

間連結財務諸表において採用していた

方法により算定した当中間連結会計期

間の１株当たり純資産額は、1,075.09

円であります。 

 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

中間（当期）純利益（千円） 114,064 36,034 202,096 

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) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
114,064 36,034 192,096 

期中平均株式数（千株） 11,026 11,020 11,025 
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（重要な後発事象） 

（前中間連結会計期間）（自平成17年３月１日 至平成17年８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18年３月１日 至平成18年８月31日） 

  該当事項はありません。 

（前連結会計年度）（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

１．公開買付けに関する意見の内容及び理由 

 平成18年４月21日開催の取締役会において、味の素株式会社による当社株式の公開買付けについて賛同の意を表明す

ることを決議いたしました。 

 当社は、味の素株式会社の事業戦略と照らし合わせ、本公開買付けにより味の素株式会社との業務提携をより一層深

め、各種事業のノウハウや経営資源の提供を通じ、グループとしての競争力を高めていくことが、事業環境が厳しさを

増すなか、今後の当社の業容拡大と企業価値向上につながるものと判断しております。 

２．公開買付者の概要 

 (1）名称          味の素株式会社 

 (2）代表者        代表取締役社長  山口 範雄 

 (3）本店所在地    東京都中央区京橋一丁目15番１号 

 (4）主な事業内容  調味料等の製造及び販売 

 (5）資本金        79,863百万円（平成18年３月31日現在） 

３．公開買付後の親会社及び主要株主の異動（異動日 平成18年５月22日） 

 (1）新たに親会社となるもの 

  名称             味の素株式会社 

  所有議決権数            6,077個  議決権総数に対する割合     55.38％ 

  所有株式数          6,077,900株  発行済株式総数に対する割合 55.05％ 

 (2）主要株主ではなくなるもの 

  氏名             吉田 清  

  所有議決権数              186個  議決権総数に対する割合      1.69％ 

  所有株式数            186,660株  発行済株式総数に対する割合  1.69％ 

  ※ 議決権総数及び発行済株式総数に対する割合は、平成18年２月28日現在における総株主の議決権 

      （10,974個）及び発行済株式総数（11,041,277株）に基づき計算しております。  
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５．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

（注）１．金額は製造原価によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）受注実績 

 当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

（３）販売実績 

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   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。 

   ３．東亜商事株式会社に対する前中間連結会計期間の販売実績は、10％に満たないため記載を省略しており 

     ます。 

  （単位：千円） 

品 目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

製 品 2,077,013 2,087,088 4,136,511 

  （単位：千円） 

品 目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

製 品 2,892,677 2,892,908 5,685,854 

商 品 966,797 1,000,566 1,924,998 

合 計 3,859,475 3,893,475 7,610,852 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月29日） 

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 東亜商事株式会社 － － 404,185 10.4 770,500 10.1 
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