
１．平成19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

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 個別財務諸表の概要 
平成19年４月12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19年４月12日 配当支払開始日   平成19年５月31日 

定時株主総会開催日 平成19年５月30日 単元株制度採用の有無   有（1単元1,000株） 

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％ 

(1)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 ％

19年２月期 7,247 ( △1.0) △26 (  －  ) 186 (△67.3) 

18年２月期 7,318 (   1.6) 265 (△32.5) 572 ( 188.4) 

  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 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

経常利益率 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

19年２月期 △95 （ － ) △8 69  － △0.8 1.4 2.6 

18年２月期 318 ( － ) 27 98  － 2.7 4.3 7.8 

（注）①期中平均株式数 19年２月期 11,019,474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、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)財政状態  

  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 

19年２月期 12,787 11,720 91.7 1,063 73 

18年２月期 13,839 11,812 85.3 1,070 77 

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 11,018,198株 18年２月期 11,022,298株 

  ②期末自己株式数 19年２月期 23,079株 18年２月期 18,979株 

２．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年2月29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 3,940 30 40 

通 期 7,580 80 70 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 6円35銭 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円) 

配当性向 
（％） 

純資産配当率
  （％）  中間期末 期末 年間

18年２月期 － 12.0 12.0 132 41.5 1.1

19年２月期 － 12.0 12.0 132 － 1.1

20年２月期（予想） － 12.0 12.0   
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６．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19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   4,712,174   292,686  △4,419,488 

２．受取手形    238,416   223,171  △15,245 

３．売掛金   1,157,319   1,148,329  △8,989 

４．商品   227,381   283,891  56,509 

５．製品   229,005   383,346  154,340 

６．半製品   152,507   198,101  45,593 

７．原材料   398,602   568,312  169,710 

８．未着品   162,930   133,517  △29,412 

９．貯蔵品   7,773   3,433  △4,339 

10．前払費用   7,276   8,262  985 

11．繰延税金資産   149,739   133,105  △16,634 

12．関係会社短期貸付金   78,615   784,462  705,847 

13．為替予約   229,704   254,812  25,108 

14．その他   36,210   358,422  322,212 

15．貸倒引当金   △7,492   △6,269  1,223 

流動資産合計   7,780,166 56.2  4,767,588 37.3 △3,012,578 
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前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19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） 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物  1,522,064   3,249,702   

減価償却累計額  461,117 1,060,947  572,381 2,677,320  1,616,373 

２．構築物  49,225   155,203   

減価償却累計額  35,608 13,616  43,808 111,394  97,777 

３．機械装置  511,822   1,380,462   

減価償却累計額  262,160 249,661  379,913 1,000,548  750,886 

４．車両運搬具  1,804   2,684   

減価償却累計額  1,150 653  1,808 876  222 

５．工具器具及び備品  191,775   241,299   

減価償却累計額  136,273 55,501  155,515 85,783  30,282 

６．土地    1,110,951   951,916  △159,034 

７．建設仮勘定   688,260   6,590  △681,669 

有形固定資産合計   3,179,592 23.0  4,834,430 37.8 1,654,838 

(2)無形固定資産        

１．借地権   6,032   6,032  － 

２．ソフトウェア   9,735   72,008  62,272 

３．ソフトウェア仮勘定  45,240   198,690  153,450 

４．電話加入権   2,886   2,886  － 

無形固定資産合計   63,894 0.5  279,617 2.2 215,722 

(3)投資その他の資産        

１．投資有価証券   79,623   75,299  △4,323 

２．関係会社株式   1,504,759   1,504,759  － 

３．出資金   150   150  － 

４．従業員長期貸付金   1,596   1,073  △522 

５．関係会社長期貸付金  127,382   260,612  133,230 

６．破産更生債権等   224   1,210  985 

７．長期前払費用   730   6,850  6,119 

８．繰延税金資産   61,569   20,641  △40,928 

９．長期定期預金   1,000,000   1,000,000  － 

10．その他   46,577   43,862  △2,715 

11．貸倒引当金   △6,816   △8,280  △1,463 

投資その他の資産合計   2,815,797 20.3  2,906,179 22.7 90,382 

固定資産合計   6,059,284 43.8  8,020,227 62.7 1,960,943 

資産合計   13,839,450 100.0  12,787,816 100.0 △1,051,634 
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前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19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．買掛金   295,301   420,626  125,324 

２．未払金   797,705   349,581  △448,124 

３．未払費用   62,178   78,170  15,991 

４．未払法人税等   267,669   17,419  △250,250 

５．未払消費税等   10,696   －  △10,696 

６．預り金   6,436   5,942  △493 

７．賞与引当金   55,467   49,043  △6,423 

８．繰延ヘッジ利益   229,704   －  △229,704 

９．デリバティブ   79,706   －  △79,706 

10．その他   4,932   5,963  1,030 

流動負債合計   1,809,799 13.1  926,747 7.2 △883,051 

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   126,759   105,684  △21,075 

２．役員退職慰労引当金   90,087   －  △90,087 

３．その他   396   34,991  34,594 

固定負債合計   217,243 1.6  140,675 1.1 △76,567 

負債合計   2,027,042 14.7  1,067,422 8.3 △959,619 
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前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19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） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  2,827,868 20.4  － － △2,827,868 

Ⅱ 資本剰余金        

(1）資本準備金  2,748,673   －   

(2）その他資本剰余金        

   自己株式処分差益   93,020   －     

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

Ⅲ 利益剰余金        

(1）利益準備金  103,369   －   

(2）任意積立金        

１．圧縮記帳積立金  26,926   －   

２．別途積立金  2,391,250   －     

(3）当期未処分利益  3,611,369   －   

利益剰余金合計   6,132,914 44.3  － － △6,132,914 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  26,103 0.2  － － △26,103 

Ⅴ 自己株式 ※２  △16,172 △0.1  － － 16,172 

資本合計   11,812,407 85.3  － － △11,812,407 

負債・資本合計   13,839,450 100.0  － － △13,839,450 
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前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19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） 

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金    － －  2,827,868 22.1 2,827,868

２．資本剰余金          

(1）資本準備金   －  2,748,673     

(2）その他資本剰余金   －  93,020     

資本剰余金合計     － －  2,841,693 22.2 2,841,693

３．利益剰余金          

(1）利益準備金   －  103,369     

(2）その他利益剰余金         

圧縮記帳積立金   －  24,566     

別途積立金   －  2,491,250     

繰越利益剰余金   －  3,275,686     

利益剰余金合計     － －  5,894,872 46.1 5,894,872

４．自己株式    － －  △19,602 △0.1 △19,602

株主資本合計     － －  11,544,831 90.3 11,544,831

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価
差額金 

   － －  24,432 0.2 24,432

２．繰延ヘッジ損益    － －  151,129 1.2 151,129

評価・換算差額等合計     － －  175,561 1.4 175,561

純資産合計     － －  11,720,393 91.7 11,720,393

負債純資産合計     － －  12,787,816 100.0 12,787,816
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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        

１．商品売上高  1,924,998   1,902,890   

２．製品売上高  5,393,346 7,318,345 100.0 5,344,171 7,247,061 100.0 △71,284 

Ⅱ 売上原価        

(1）商品売上原価        

１．期首商品たな卸高  156,074   227,381   

２．当期商品仕入高  1,552,871   1,443,423   

 小計  1,708,946   1,670,805   

３．期末商品たな卸高  227,381   283,891   

商品売上原価  1,481,564   1,386,914   

(2）製品売上原価        

１．期首製品たな卸高  182,319   229,005   

２．当期製品製造原価  3,785,602   4,135,222   

 小計  3,967,921   4,364,228   

３．期末製品たな卸高  229,005   383,346   

製品売上原価  3,738,915 5,220,480 71.3 3,980,881 5,367,796 74.1 147,315 

売上総利益   2,097,865 28.7  1,879,265 25.9 △218,600 
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前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．荷造運賃  275,379   316,827   

２．広告宣伝費  26,568   32,623   

３．貸倒引当金繰入額  －   269   

４．役員報酬  115,973   68,628   

５．給与手当  701,856   713,345   

６．賞与引当金繰入額  35,081   29,627   

７．退職給付費用  19,300   15,901   

８．役員退職慰労引当金
繰入額 

 10,475   －   

９．法定福利費  81,961   76,347   

10．福利厚生費  13,712   21,686   

11．租税公課  35,533   27,813   

12．地代家賃  35,526   41,064   

13．リース料  23,113   32,255   

14．旅費交通費  99,374   96,514   

15．通信費  24,338   28,523   

16．保険料  5,507   8,106   

17．業務委託費   －   121,892   

18．減価償却費  35,065   29,971   

19．その他  293,586 1,832,353 25.1 243,870 1,905,270 26.3 72,916 

営業利益   265,511 3.6  △26,005 △0.4 △291,516 
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前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息   40,931   49,340   

２．受取配当金  1,599   1,840   

３．賃貸収入  30,681   21,388   

４．為替差益  61,292   5,283   

５．デリバティブ評価益   192,871   173,597   

６．その他  9,559 336,936 4.6 37,631 289,081 4.0 △47,854 

Ⅴ 営業外費用        

１．賃貸費用   －   22,513     

２. 租税公課  12,041   11,176     

３．たな卸資産廃棄損  －   29,119   

４．その他  18,296 30,338 0.4 13,394 76,204 1.0 45,865 

経常利益   572,109 7.8  186,872 2.6 △385,236 

Ⅵ 特別利益        

 １．投資有価証券売却益   －     953       

 ２．貸倒引当金戻入益   1,615 1,615 0.0 － 953 0.0 △662 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※１ 1,880   6,742   

２．減損損失 ※２ －   222,100   

３．たな卸資産廃棄損 ※３ －   15,239   

４．システム移行費用 ※４ － 1,880 0.0 80,867 324,950 4.5 323,069 

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失
（△） 

  571,844 7.8  △137,124 △1.9 △708,968 

法人税、住民税及び
事業税 

 248,290   3,624   

法人税等調整額  5,014 253,304 3.4 △44,973 △41,349 △0.6 △294,654 

当期純利益又は当期
純損失（△） 

  318,539 4.4  △95,774 △1.3 △414,314 

前期繰越利益   3,292,829   －   

当期未処分利益   3,611,369   －   
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製造原価明細書 

 （注） 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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） 

Ⅰ 材料費  2,788,068 73.5 2,862,545 68.5 74,476

Ⅱ 労務費  468,468 12.3 534,149 12.8 65,680

Ⅲ 経費 ※２ 537,336 14.2 784,122 18.7 246,785 

当期総製造費用  3,793,873 100.0 4,180,816 100.0 386,943

期首半製品たな卸高  144,237  152,507  8,270

 合計  3,938,110  4,333,324  395,213

期末半製品たな卸高  152,507  198,101  45,593

当期製品製造原価  3,785,602  4,135,222  349,620

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 １．原価計算の方法は製品別実際総合原価計算を採用

しております。 

 １．         同左 

※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 

外注加工費 271,927千円 

減価償却費 113,694千円 

外注加工費 274,652千円 

減価償却費 226,539千円 
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
   平成18年５月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   3,611,369 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

圧縮記帳積立金取崩額  2,359 2,359

合計   3,613,729 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  132,267  

２．役員賞与金  10,000  

３．任意積立金    

別途積立金  100,000 242,267 

Ⅳ 次期繰越利益   3,371,461 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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

事業年度中の変動
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

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

当期純損失(△)               △95,774 △95,774   △95,774

自己株式の取得                   △3,429 △3,429

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

                      

事業年度中の変動
額合計 (千円) 

－ － － － － △2,359 100,000 △335,682 △238,042 △3,429 △241,472

平成19年２月28日 
残高 (千円) 

2,827,868 2,748,673 93,020 2,841,693 103,369 24,566 2,491,250 3,275,686 5,894,872 △19,602 11,544,831

 

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 

事業年度中の変動額     

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 

役員賞与(注)        △10,000 

当期純損失(△)       △95,774 

自己株式の取得       △3,429 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△1,671 151,129 149,457 149,457 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△1,671 151,129 149,457 △92,014 

平成19年２月28日 残高 
（千円） 

24,432 151,129 175,561 11,720,393 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1)子会社株式 

同左 

 (2)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） 

(2)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

価差額は全部純資産直入法により処理

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 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

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 

 未着品 

個別法による原価法 

未着品 

同左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

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。 

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～９年 

 

 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。 

無形固定資産 

同左 

５．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、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。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

６．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 

 (3)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。 

(3)退職給付引当金 

同左 

 (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 

    ───────── 

  （追加情報） 

従来、役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく事業年度末要支

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、当事業年度から計上しており

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、当事業年

度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。 

７．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 
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 会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

８．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 

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 (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 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。  

 これにより税引前当期純損失は 222,100千円増加してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産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） 

 当事業年度より「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 11,569,264千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 
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 表示方法の変更 

 追加情報 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

（損益計算書） 

  「租税公課」は、前事業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、前事業年度における「租税公課」の金額は

11,466千円であります。 

（損益計算書） 

  「業務委託費」は、前事業年度まで販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示していましたが、販売費

及び一般管理費の総額の100分の５を超えたため、区分

掲記しました。 

  なお、前事業年度における「業務委託費」の金額は

59,351千円であります。 

  「賃貸費用」は、前事業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、前事業年度における「賃貸費用」の金額は

4,406千円であります。 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  (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。 

        ───────── 

前事業年度 
（平成18年２月28日） 

当事業年度 
（平成19年２月28日） 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 19,300,000株 ※１       ───────── 

 ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる旨定款で定めております。 
 

   発行済株式総数      普通株式 11,041,277株  

※２ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 18,979株

であります。 

※２       ───────── 

 ３ 配当制限 

 商法施行規則第 124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は 26,103 千円

であります。 

 ３ 配当制限 

         ───────── 
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（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28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 4,100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 

機械装置 617千円 

工具器具及び備品 1,263千円 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

機械装置 875千円 

工具器具及び備品 1,431千円 

固定資産撤去費用 4,435千円 

※２           ─────────── ※２ 減損損失 

  当事業年度において、当社は、以下の資産について、

 生産・物流の再構築に伴い遊休状態となっており、今後 

 も事業の用に供する予定がないため、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。 

    当社は、主として事業所単位で資産のグルーピングを 

  行っております。 

  減損損失額の固定資産の種類別内訳は建物 63,065千 

  円及び土地 159,034千円であります。 

  なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、主とし 

 て路線価により算定しております。 

場所 用途 種類 

東京都板橋区 遊休資産 建物及び土地 

※３           ─────────── ※３ たな卸資産廃棄損 

  残留農薬ポジティブリスト制施行に伴うたな卸資産の 

 廃棄損であります。 

※４           ─────────── ※４ システム移行費用 

  旧情報システムから新情報システムへ移行に伴う業務 

 委託費、人件費等の臨時費用であります。 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式（注） 18,979 4,100 － 23,079 

合計 18,979 4,100 － 23,079 
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① リース取引 

② 有価証券 

 前事業年度（平成18年２月28日現在）及び当事業年度（平成19年２月28日現在）における子会社株式で時価のあ

るものはありません。 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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） 

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 

 
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 

93,340 25,216 68,123 

無形固定資産 103,465 14,246 89,219 

その他 10,033 4,906 5,126 

合計 206,839 44,369 162,469 

(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 4,838千円 

１年超 7,177千円 

合計 12,016千円 

１年内 39,366千円 

１年超 136,690千円 

合計 176,056千円 

(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 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 

支払リース料 23,830千円 

減価償却費相当額 30,463千円 

支払利息相当額 2,349千円 

(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  

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 

１年内 1,125千円 

１年超 2,532千円 

合計 3,658千円 
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③ 税効果会計 

前事業年度 
（平成18年２月28日） 

当事業年度 
（平成19年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

未払事業税否認 24,991 千円 

賞与引当金損金算入限度超過

額 

22,569  

役員退職慰労引当金損金算入

限度超過額 

36,656  

退職給付引当金超過額 51,578  

貸倒引当金損金算入限度超過

額 

2,466  

会員権評価損 6,161  

その他 102,178  

繰延税金資産計 246,602  

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △17,384  

その他 △17,908  

繰延税金負債計 △35,293  

   

繰延税金資産の純額 211,309  

繰延税金資産   

未払事業税 3,195 千円 

賞与引当金 19,955  

退職給付引当金 43,002  

貸倒引当金 2,667  

会員権評価損 6,161  

繰越欠損金 13,648  

減損損失 90,372  

その他 112,573  

繰延税金資産計 291,576  

繰延税金負債   

繰延ヘッジ損益 △103,683  

固定資産圧縮積立金 △17,384  

その他 △16,761  

繰延税金負債計 △137,829  

   

繰延税金資産の純額 153,746  

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）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目 
△0.1 

 住民税均等割等 2.2 

 その他 △0.1 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.3 

２．当事業年度は、税引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。 
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（１株当たり情報） 

 （注） 算定上の基礎 

    １．１株当たり純資産額の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

       ２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

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 

１株当たり純資産額        1,063円73銭 

１株当たり当期純損失金額 8円69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、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。 

  （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、当事業年度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期末の純資産額

に含めております。 

 なお、前事業年度に係る財務諸表において採用していた

方法により算定した当事業年度の１株当たり純資産額は、

1,050.01円であります。 

 
前事業年度末 

（平成18年２月28日） 
当事業年度末 

（平成19年２月28日） 

 純資産の部の合計額（千円） － 11,720,393 

 普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 11,720,393 

 普通株式の発行済株式数（株） － 11,041,277 

 普通株式の自己株式数（株） － 23,079 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

 通株式の数（株） 
－ 11,018,198 

 
前事業年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 318,539 △95,774 

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） 
308,539 △95,774 

期中平均株式数（株） 11,025,167 11,019,474 
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（重要な後発事象） 

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。  

当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 
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