
１．平成18年８月中間期の業績（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利益（通期）  0円91銭 

３．配当状況 

※ 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 個別中間財務諸表の概要 
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  配当支払開始日  － 

単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000株） 

(1）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 3,753 （ 1.3） 93 (△38.5) 186 (△44.8)

17年８月中間期 3,703 （ 3.3） 152 (△28.2) 337 ( 189.2)

18年２月期 7,318  265  572  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 

18年８月中間期 106 (△44.7) 9 66 

17年８月中間期 192 ( － ) 17 45 

18年２月期 318  27 98 

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無 

③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）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 13,526 11,924 88.2 1,082 19 

17年８月中間期 12,882 11,677 90.6 1,059 13 

18年２月期 13,839 11,812 85.3 1,070 77 

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年８月中間期     22,379株 17年８月中間期 16,179株 18年２月期 18,979株

２．平成19年２月期の業績予想（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 7,500   20   10   

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 － － － 12.00 － 12.00

19年２月期（実績） － － － － － 
12.00

19年２月期（予想） － － － 12.00 － 
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６．個別中間財務諸表等 
(1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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  4,636,704   2,883,296   4,712,174   

２．受取手形  235,115   215,284   238,416   

３．売掛金  1,266,403   1,397,926   1,157,319   

４．たな卸資産  1,049,417   1,071,369   1,178,202   

５．その他 ※２ 442,674   516,972   501,545   

６．貸倒引当金  △8,346   △8,652   △7,492   

流動資産合計   7,621,970 59.2  6,076,197 44.9  7,780,166 56.2 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  1,085,151   1,034,622   1,060,947   

２．土地  1,110,951   1,110,951   1,110,951   

３．建設仮勘定  －   2,038,942   688,260   

４．その他  353,105   317,112   319,433   

有形固定資産合計   2,549,207   4,501,628   3,179,592  

(2）無形固定資産   43,349   183,729   63,894  

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  1,321,035   1,504,759   1,504,759   

２．関係会社長期貸付 
  金  175,292   116,237   127,382   

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

４．その他  179,108   151,436   190,472   

５．貸倒引当金  △7,237   △7,751   △6,816   

投資その他の資産合
計   2,668,199   2,764,682   2,815,797  

固定資産合計   5,260,756 40.8  7,450,039 55.1  6,059,284 43.8 

資産合計   12,882,727 100.0  13,526,236 100.0  13,839,450 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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．買掛金  317,121   446,575   295,301   

２．未払法人税等  103,710   46,341   267,669   

３．賞与引当金  59,417   51,041   55,467   

４．未払金  －   834,462   797,705   

５．その他 ※２ 505,430   74,235   393,655   

流動負債合計   985,680 7.7  1,452,656 10.7  1,809,799 13.1 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  133,913   115,528   126,759   

２．役員退職慰労引当
金  84,849   －   90,087   

  ３. その他  1,220   33,477   396   

固定負債合計   219,983 1.7  149,006 1.1  217,243 1.6 

負債合計   1,205,663 9.4  1,601,662 11.8  2,027,042 14.7 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,827,868 21.9  － －  2,827,868 20.4 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  2,748,673   －   2,748,673   

２．その他資本剰余金  93,020   －   93,020   

資本剰余金合計   2,841,693 22.1  － －  2,841,693 20.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  103,369   －   103,369   

２．任意積立金  2,418,176   －   2,418,176   

３．中間（当期）未処
分利益  3,485,311   －   3,611,369   

利益剰余金合計   6,006,857 46.6  － －  6,132,914 44.3 

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

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

資本合計   11,677,063 90.6  － －  11,812,407 85.3 

負債・資本合計   12,882,727 100.0  － －  13,839,450 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

  １．資本金   － －  2,827,868 20.9  － －

  ２．資本剰余金           

  （1）資本準備金  －   2,748,673   －   

  （2）その他資本準備金  －   93,020   －   

   資本剰余金合計   － －  2,841,693 21.0  － －

 ３．利益剰余金            

  （1）利益準備金  －   103,369   －   

  （2）その他利益準備金           

    圧縮記帳積立金  －   24,566   －   

    別途積立金  －   2,491,250   －   

    繰越利益剰余金  －   3,477,939   －   

   利益剰余金合計   － －  6,097,125 45.1  － －

  ４．自己株式   － －  △19,114 △0.1  － －

   株主資本合計   － －  11,747,572 86.9  － －

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  － －

 評価・換算差額等合計    － －  177,001 1.3  － －

  純資産合計   － －  11,924,573 88.2  － －

 負債純資産合計   － －  13,526,236 100.0  － －
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(2）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（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   3,703,510 100.0  3,753,142 100.0  7,318,345 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,617,459 70.7  2,683,803 71.5  5,220,480 71.3 

 売上総利益   1,086,050 29.3  1,069,339 28.5  2,097,865 28.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   933,436 25.2  975,434 26.0  1,832,353 25.1 

 営業利益   152,614 4.1  93,904 2.5  265,511 3.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  212,197 5.7  133,033 3.6  336,936 4.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  26,942 0.7  40,326 1.1  30,338 0.4 

 経常利益   337,870 9.1  186,611 5.0  572,109 7.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  505 0.0  － －  1,615 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  1,689 0.0  － －  1,880 0.0 

    税引前中間（当期）
純利益   336,686 9.1  186,611 5.0  571,844 7.8 

 法人税、住民税及び 
 事業税  93,793   29,810   248,290   

 法人税等調整額  50,410 144,204 3.9 50,322 80,133 2.2 5,014 253,304 3.4 

 中間（当期）純利益   192,482 5.2  106,478 2.8  318,539 4.4 

 前期繰越利益   3,292,829   －   3,292,829  

 中間(当期)未処分利益   3,485,311   －   3,611,369  
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（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 資本 

準備金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 圧縮記帳

積立金 
別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年２月28日 

残高（千円） 
2,827,868 2,748,673 93,020 2,841,693 103,369 26,926 2,391,250 3,611,369 6,132,914 △16,172 11,786,304

中間会計期間中の

変動額 
           

圧縮記帳積立金の

取崩し（注） 
     △2,359  2,359 －  －

別途積立金の積立

て（注） 
      100,000 △100,000 －  －

剰余金の配当 

（注） 
       △132,267 △132,267  △132,267

利益処分による役

員賞与（注） 
       △10,000 △10,000  △10,000

中間純利益        106,478 106,478  106,478

自己株式の取得          △2,942 △2,942

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額 

（純額） 

           

中間会計期間中の

変動額合計 

（千円） 

－ － － － － △2,359 100,000 △133,429 △35,789 △2,942 △38,731

平成18年８月31日 

残高（千円） 
2,827,868 2,748,673 93,020 2,841,693 103,369 24,566 2,491,250 3,477,939 6,097,125 △19,114 11,747,572

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

平成18年２月28日 残高 

（千円） 
26,103 － 26,103 11,812,407 

中間会計期間中の変動額     

圧縮記帳積立金の取崩し

（注） 
   － 

別途積立金の積立て（注）    － 

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    106,478 

自己株式の取得    △2,942 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額 

（純額） 

△3,967 154,865 150,897 150,897 

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
△3,967 154,865 150,897 112,166 

平成18年８月31日 残高 

（千円） 
22,136 154,865 177,001 11,924,573 

- 6 -



中間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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．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 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 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 (3）たな卸資産 (3)たな卸資産 

 商品、製品、半製品、原材料 

 移動平均法による原価法 

商品、製品、半製品、原材料 

同左 

商品、製品、半製品、原材料 

同左 

 未着品 

 個別法による原価法 

未着品 

同左 

未着品 

同左 

 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法 

ただし、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。 

建物及び構築物 7年～50年 

機械装置    6年～ 9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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

３．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 

従業員に対する賞与の支出に備え

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)    ───── 

 (4)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業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、各事業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

翌事業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、当事業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、各事業年度の発生時

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

発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

３．引当金の計上基準 (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、当社の前事業年度末役員退職

慰労引当金残高を取崩し、当中間

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．外貨建の資産及び負債の

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。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。 

５．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 

６．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．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（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。これによる損益

に与える影響はありません。 

────── 

──────  （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）及び「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は 11,769,708千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

──────  （中間貸借対照表） 

  １．「建設仮勘定」は、前中間会計期間末まで、有形固

定資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間会計期間末において資産総額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「建設仮勘定」の金額は

19,530千円であります。 

 ２．「未払金」は、前中間会計期間末まで、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期

間末において負債純資産の合計額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は 129,135

千円であります。 
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追加情報 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

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

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

前事業年度 
（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、当事

業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。 

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年８月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 
824,490 千円 961,485 千円 896,310 千円 

※２．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が 

乏しいため、流動負債の「その 

他」に含めて表示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が 

乏しいため、流動資産の「その 

他」に含めて表示しております。 

  ───── 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１．営業外収益の主要項

目 

受取利息 19,013千円 

受取配当金 1,413千円 

賃貸収入 27,562千円 

為替差益 27,514千円 

デリバティブ評価益 130,462千円 

受取利息 23,952千円 

受取配当金 1,645千円 

賃貸収入 3,863千円 

為替差益 13,946千円 

デリバティブ評価益 82,250千円 

受取利息 40,931千円 

受取配当金 1,599千円 

賃貸収入 30,681千円 

為替差益 61,292千円 

デリバティブ評価益 192,871千円 

※２．営業外費用の主要項

目 

租税公課 12,041千円 租税公課 11,176千円 

賃貸費用 16,883千円 

棚卸資産廃棄損 7,710千円 

租税公課 12,041千円 

※３．特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 505千円   ───── 貸倒引当金戻入益 1,615千円 

※４．特別損失の主要項目 固定資産除却損 1,689千円   ───── 固定資産除却損 1,880千円 

 ５．減価償却実施額 有形固定資産 73,824千円 

無形固定資産 2,066千円 

有形固定資産 66,019千円 

無形固定資産 2,080千円 

有形固定資産 149,004千円 

無形固定資産 4,162千円 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

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) 

工具器具
及び備品 

19,793 13,989 5,803 

その他 11,104 7,158 3,946 

合計 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)

工具器具
及び備品 

51,800 14,288 37,511

その他 11,104 8,669 2,435

合計 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)

工具器具
及び備品 

16,193 11,911 4,281

その他 11,104 7,982 3,122

合計 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 

       ─────  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 

 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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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

  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。 

（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。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式（注） 18,979 3,400 － 22,379 

合計 18,979 3,400 － 22,379 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（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 1,059円13銭

１株当たり中間純利 

益金額 
17円45銭

１株当たり純資産額 1,082円19銭

１株当たり中間純利 

益金額 
  9円66銭

１株当たり純資産額  1,070円77銭

１株当たり当期純利益

金額 
27円98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、前中間会計期間に係る中間財

務諸表において採用していた方法によ

り算定した当中間会計期間の１株当た

り純資産額は、1,068.14円でありま

す。 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(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） 192,482 106,478 318,539 

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） 
192,482 106,478 308,539 

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。 

（前事業年度）（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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