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

※ 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 決算短信（連結） 
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     

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 （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 7,589 (△0.3) △263 （  －  ) △58 ( － )

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

  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 △456 ( － ) △41 44  － △3.9 △0.4 △0.8

18年２月期 202 ( － ) 17 42  － 1.7 3.3 5.9

（注） ①持分法投資損益 19年２月期     6百万円 18年２月期 5百万円 

  ②期中平均株式数（連結） 19年２月期 11,019,474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、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 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 12,773 11,625 91.0 1,055 08

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） 19年２月期 11,018,198株 18年２月期 11,022,298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 

19年２月期 △669 △3,717 △135 428 

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20年２月期の連結業績予想（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 4,170 10 10 

通 期 8,050 30 15 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  1円36銭   
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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、親会社（味の素㈱）、子会社２社、関連会社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。 

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。 

 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。 

 一昨年10月に「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、生産技術力の強化による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、効率化を図ることにあると考えております。 
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(7）親会社等に関する事項 

 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 

 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 55.4％を所有する親会社であり、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親会社等との取引に関する事項  

 （注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 親会社への貸付については、市場金利を参考に決定しております。 

(8）内部管理体制の整備・運用状況 

 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載の通りであります。 

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 
 55.4％ 

 ㈱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

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、他に６

名の出向者を受け入れております。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員の 
兼任等 
（人） 

事業上 
の関係 

 親会社  味の素㈱ 
東京都 

中央区 
79,863 

 調味料

等の製造

及び販売

55.4 － 

 当社の

製品を同

社が仕

入・同社

の製品を

当社が仕

入 

 短期貸付 1,000,622 
 短期 

貸付金 
750,622 
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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、企業収益の改善に伴う民間設備投資の増加や雇用情勢の改善等により回復

基調を持続いたしました。しかしながら、雇用者所得の伸び悩みもあり、個人消費は総じて横ばい圏内の動きとな

り、景気回復の実感に乏しい状況が続きました。 

当食品業界におきましても、原油価格上昇による燃料・運賃コストの増加、ことスパイス業界における需給バラン

スの悪化による香辛料原料価格の高騰等により、厳しい経営環境となりました。 

また、昨年５月に残留農薬ポジティブリスト制が施行され、品質管理基準の整備に対応すべく品質保証部を設置

し、管理体制の強化を実施いたしました。 

営業面におきましては、売上高はわずかながら前年売上高を下回りました。外食産業市場向けスパイスは、ほぼ計

画通りに推移いたしましたが、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

け販売の低調によるものであります。 

利益に関しては、売上原価が大幅に上昇し、営業利益・経常利益は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、為替の円安の影響等によるものであります。また、生産・物流体制の再構築により、固定資

産の一部につき減損処理を実施し特別損失として計上いたしました。なお、新情報システム移行に伴う業務委託費、

人件費等のシステム移行費用並びに固定資産除却損等を合わせて計上いたしました。 

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・物流体制の再構築を遂行してまいりました。一昨年、

Gaban Spice Manufacturing(M)Sdn. Bhd.（GSM社）の大量供給体制の整備を終了し、建設を進めておりました関東事

業所（足利工場、物流センター）が昨年９月に竣工いたしました。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。 

組織としては、システム管理部を人事総務部と統合いたしました。 

資本面に関して、昨年４月に味の素株式会社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、当社

の親会社となりました。 

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 7,589百万円（前期比0.3％減）、経常損失 58百万

円（前年同期は経常利益 449百万円）、当期純損失 456百万円（前年同期は当期純利益 202百万円）となりまし

た。  
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(2）財政状態 

 当連結会計年度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、貸付による支出等によ

り前連結会計年度に比べ 4,515百万円減少（前年同期比 91.3%減）し、当連結会計年度末には 428百万円となりまし

た。  

 当連結会計年度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 669百万円（前年同期は 215百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純損失 480百万円（前年同期は税金等調整前当期純利益 409百万円）、たな卸資産の増加額 278百万円、法人税

等の支払額 268百万円によるものです。  

（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 3,717百万円（前年同期は 255百万円の支出）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 2,845百万円、貸付による支出 1,000百万円によるものです。  

（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 137百万円の支出）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。 

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。 

（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）次期の見通し 

次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、安定成長を持続すること

が期待されますが、所得の伸びも小幅にとどまり、消費の本格的な回復にはなお時間を要するものと思われます。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、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

により増収を図り、製品アイテムの見直しを継続して実施してまいります。 

生産・物流体制の再構築に関する設備投資は、前期末までに概ね終了いたしました。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。 

事業基盤を安定化させ、収益構造を確かなものにすることを目指します。 

以上の要因により、通期の連結業績は、売上高 8,050 百万円（前年同期比 6.1％増）、経常利益 30 百万円（前

年同期は経常損失 58百万円）、当期純利益 15百万円（前年同期は当期純損失 456百万円）を予定しております。 

  

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

自己資本比率（％） 89.4 84.9 91.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 65.7 67.8 56.5 
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状態に関して、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。 

  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、主要原料として「コショー」など海外生産の農産物を使用しておりますが、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

ことになり、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・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関東事業所（栃木県足利市）及び東海事業所（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、海外からの輸入品の大半は、両事業所に集積され、生産品とと

もに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 

当社グループは生産体制の再構築の一環としてGaban Spice Manufacturing(M)SDN.BHD.の工場増改築、東海事業所に

おける生産ライン増設等の設備投資を実施してまいりましたが、昨年９月に関東事業所が竣工いたしました。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が、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．連結財務諸表等 
(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成18年２月28日） 
当連結会計年度 

（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   4,944,192   428,656  △4,515,535 

２．受取手形及び売掛金   1,432,620   1,441,382  8,761 

３．たな卸資産   1,548,416   1,833,967  285,551 

４．繰延税金資産   150,517   132,828  △17,689 

５．短期貸付金    －   751,722  751,722 

６．その他   259,569   636,612  377,042 

７．貸倒引当金   △6,965   △6,175  789 

流動資産合計   8,328,352 59.2  5,218,994 40.9 △3,109,357 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物及び構築物  2,232,953   4,174,036   

減価償却累計額  600,923 1,632,030  753,393 3,420,643  1,788,612 

２．機械装置及び運搬
具 

 1,290,419   2,217,143   

減価償却累計額  506,455 783,963  711,425 1,505,718  721,754 

３．土地   1,154,878   956,450  △198,427 

４．建設仮勘定   719,939   15,219  △704,720 

５．その他  239,696   298,221   

減価償却累計額  162,679 77,016  189,637 108,584  31,567 

有形固定資産合計   4,367,827 31.0  6,006,615 47.0 1,638,787 

(2)無形固定資産   140,591 1.0  360,762 2.8 220,170 

(3)投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１  120,783   116,275  △4,507 

２．繰延税金資産   75,538   21,488  △54,050 

３．長期定期預金   1,000,000   1,000,000  － 

４．その他   51,561   56,360  4,799 

５．貸倒引当金   △6,179   △7,159  △980 

投資その他の資産合計   1,241,704 8.8  1,186,966 9.3 △54,738 

固定資産合計   5,750,124 40.8  7,554,343 59.1 1,804,219 

資産合計   14,078,476 100.0  12,773,338 100.0 △1,305,137 
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前連結会計年度 

（平成18年２月28日） 
当連結会計年度 

（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．支払手形及び買掛金   375,821   498,981  123,159 

２．未払法人税等   267,939   19,739  △248,199 

３．賞与引当金   57,527   50,046  △7,481 

４. 未払金   802,599   348,679  △453,919 

５．その他   399,989   88,034  △311,955 

流動負債合計   1,903,877 13.5  1,005,481 7.9 △898,396 

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   128,324   107,731  △20,593 

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   218,808 1.6  142,722 1.1 △76,085 

負債合計   2,122,686 15.1  1,148,203 9.0 △974,482 

        

（資本の部）        

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

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

Ⅲ 利益剰余金   6,576,040 46.7  － － △6,576,040 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  26,103 0.2  － － △26,103 

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

Ⅵ 自己株式 ※３  △16,172 △0.1  － － 16,172 

資本合計   11,955,790 84.9  － － △11,955,790 

負債及び資本合計   14,078,476 100.0  － － △14,078,476 
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前連結会計年度 

（平成18年２月28日） 
当連結会計年度 

（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   － － 2,841,693 22.2 2,841,693

３．利益剰余金   － － 5,977,140 46.8 5,977,140

４．自己株式   － － △19,602 △0.1 △19,602

  株主資本合計   － － 11,627,099 91.0 11,627,099

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

３．為替換算調整勘定   － － △177,526 △1.4 △177,526

  評価・換算差額等合計   － － △1,965 △0.0 △1,965

純資産合計   － － 11,625,134 91.0 11,625,134

負債純資産合計   － － 12,773,338 100.0 12,773,338
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(2) 連結損益計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（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   7,610,852 100.0  7,589,164 100.0 △21,688 

Ⅱ 売上原価   5,494,633 72.2  5,814,552 76.6 319,919

売上総利益   2,116,219 27.8  1,774,611 23.4 △341,607

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．荷造運賃  326,533   358,042    

２．貸倒引当金繰入額  －   219    

３．役員報酬及び給与手当  857,038   821,524    

４．賞与引当金繰入額  35,081   29,627    

５．役員退職慰労引当金繰
入額  10,475   －    

６．その他  751,166 1,980,294 26.0 829,002 2,038,415 26.9 58,121

営業利益   135,924 1.8  △263,804 △3.5 △399,729

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  40,506   48,396    

２．賃貸収入  29,649   16,852    

３．持分法による投資利益  5,473   6,377    

４．為替差益  61,438   350    

５．デリバティブ評価益  192,871   173,597    

６．その他  15,161 345,100 4.5 44,833 290,408 3.8 △54,692

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  －   42,918    

４．その他  19,867 31,909 0.4 8,822 85,430 1.1 53,520 

経常利益   449,115 5.9  △58,826 △0.8 △507,942

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  1,163 1,163 0.0 － 953 0.0 △209 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※１ 40,481   65,102    

２. 減損損失 ※２ －   261,493    

３．たな卸資産廃棄損 ※３ －   15,239    

４．システム移行費用 ※４ － 40,481 0.5 80,867 422,702 5.5 382,220 

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△) 

  409,797 5.4  △480,575 △6.3 △890,373

法人税、住民税及び事業税  245,381   7,084    

法人税等調整額  △37,680 207,700 2.7 △31,028 △23,943 △0.3 △231,644

当期純利益又は当期純損
失(△)   202,096 2.7  △456,631 △6.0 △658,728
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,841,693

Ⅱ 資本剰余金期末残高   2,841,693 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,506,279

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  当期純利益  202,096 202,096 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

    配当金  132,335 132,335 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   6,576,040 
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（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 

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 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △132,267   △132,267 

役員賞与（注）     △10,000   △10,000 

当期純損失 (△)     △456,631   △456,631 

自己株式の取得       △3,429 △3,429 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － △598,899 △3,429 △602,329 

平成19年２月28日 残高（千円） 2,827,868 2,841,693 5,977,140 △19,602 11,627,099 

 

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 
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 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当(注）         △132,267 

役員賞与（注）         △10,000 

当期純損失 (△)         △456,631 

自己株式の取得         △3,429 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△1,671 151,129 122,216 271,673 271,673 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△1,671 151,129 122,216 271,673 △330,655 

平成19年２月28日 残高（千円） 24,432 151,129 △177,526 △1,965 11,625,134 
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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17年３月１日 
至 平成18年２月28日）

当連結会計年度 
（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） 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（△） 

 409,797 △480,575 △890,373 

減価償却費  259,895 379,531 119,635 

減損損失  － 261,493 261,493 

賞与引当金の減少額  △8,470 △7,481 989 

退職給付引当金の減少額  △16,647 △20,593 △3,946 

役員退職慰労引当金の増減額  10,475 △90,087 △100,562 

貸倒引当金の増減額  △40,643 190 40,833 

受取利息及び受取配当金  △42,710 △53,169 △10,459 

持分法による投資利益  △5,473 △6,377 △903 

デリバティブ評価益  △192,871 △173,597 19,274 

固定資産除却損  40,316 65,102 24,785 

投資有価証券売却益  － △953 △953 

為替差益  △41,524 △6,046 35,477 

売上債権の増減額  39,977 △3,772 △43,749 

たな卸資産の増加額  △314,262 △278,522 35,739 

仕入債務の増加額  61,708 118,042 56,334 

未収消費税等の増加額   － △164,516 △164,516 

未払消費税等の増減額  12,431 △11,218 △23,649 

役員賞与の支払額  － △10,000 △10,000 

その他  5,924 22,213 16,288 

 小計  177,922 △460,339 △638,262 

利息及び配当金の受取額  41,326 59,397 18,070 

法人税等の支払額  △13,666 △268,446 △254,780 

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  215,708 △669,389 △885,098 
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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）

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 
増減 

（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  △205,542 △2,845,529 △2,639,987 

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  △45,931 △118,720 △72,789 

投資有価証券の取得による支出  △720 △740 △19 

投資有価証券の売却による収入   － 3,198 3,198 

貸付による支出  △3,900 △1,000,622 △996,722 

貸付金の回収による収入  1,016 251,722 250,705 

その他  △920 △6,516 △5,595 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △255,497 △3,717,208 △3,461,711 

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  △4,751 △3,429 1,321 

配当金の支払額  △132,418 △132,281 136 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △137,169 △135,711 1,458 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  35,215 6,773 △28,442 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △141,741 △4,515,535 △4,373,793 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,085,934 4,944,192 △141,741 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,944,192 428,656 △4,515,535 
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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17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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 

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 

 (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。 

(2)      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 

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 

その他有価証券 

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） 

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 

   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 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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）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 

 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。  

③ 退職給付引当金 

同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 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） 

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

く連結会計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、当連結

会計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、

当社の前連結会計年度末役員退職慰労

引当金残高を取崩し、当連結会計年度

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。 

(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。  

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。  

(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 
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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の変更 

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 

    ───────── 

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 

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） 

当連結会計年度 
（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） 

 連結会計年度より、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。

これにより税金等調整前当期純損失は 261,493千円増加し

ております。    

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表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） 

 当連結会計年度より「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 11,474,005千

円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の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 

 追加情報 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 

（連結貸借対照表） 

  「短期貸付金」は、前連結会計年度まで流動資産の

「その他」に含めて表示していましたが、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、前連結会計年度における「短期貸付金」の金額

は 1,200千円であります。 

 （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。 

 （連結損益計算書） 

   「賃貸費用」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「賃貸費用」の金額

は 4,406千円であります。 

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） 

当連結会計年度 
（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。 

        ───────── 

- 20 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成19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） 41,160千円 投資有価証券（株式） 40,976千円 

※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           ─────────── 

※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。  

※３           ─────────── 

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） 

当連結会計年度 
（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。 

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 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 59,183千円 

その他 5,918千円 

※２           ─────────── ※２ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループ（当社及び連結

子会社）は、以下の資産グループについて、減損損失を特

別損失に計上しております。 

  当社グループは、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。 

 東京都板橋区の東京工場は、生産・物流の再構築に伴い

遊休状態となり、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（建物

63,065千円、土地 159,034千円）を計上しております。 

 福井県あわら市のエイチケイフーズ㈱は、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（土

地39,392千円）を計上しております。 

 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 

 福井県あわら市 製造用資産 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。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28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 4,100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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

        該当事項はありません。 

（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） 

当連結会計年度 
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
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 4,100 － 23,079 

合計 18,979 4,100 － 23,079 

（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29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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※ 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 4,944,192千円

現金及び現金同等物 4,944,192千円

現金及び預金勘定 428,656千円

現金及び現金同等物 428,656千円
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① リース取引 

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） 

当連結会計年度 
（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) 

(有形固定資産)    

その他  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) 

(有形固定資産)    

その他 103,373 30,123 73,250 

(無形固定資産) 103,465 14,246 89,219 

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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② 有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

３．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18年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成19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 29,501 68,098 38,596 28,394 63,617 35,223 

(2)その他 5,109 10,525 5,416 4,711 10,682 5,971 

小計 34,610 78,623 44,012 33,105 74,299 41,194 

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 34,610 78,623 44,012 33,105 74,299 41,194 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

2,800 953 － 

種類 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成19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17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 

(4) 取引に係るリスクの管理体制 

同左 
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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18年２月28日現在） 当連結会計年度（平成19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 947,520 947,520 890,752 △56,767 395,280 395,280 400,368 5,088 

オプション取引         

  売建プット         

  米ドル 641,400 641,400 70,308 △21,599 513,120 513,120 41,949 △969 

 (48,708) (48,708)     (40,980) (40,980)     

 買建コール         

  米ドル 641,400 641,400 1,941 △17,856 513,120 513,120 2,423 △13,112 

 (19,797) (19,797)     (15,535) (15,535)     

  売建プット         

  ユーロ 693,846 693,846 59,253 △2,566 481,837 481,837 12,403 30,096 

 (56,686) (56,686)     (42,499) (42,499)     

 買建コール         

  ユーロ 693,846 693,846 38,618 3,262 481,837 481,837 53,960 30,308 

 (35,356) (35,356)     (23,652) (23,652)     

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 15,821 15,821 1,641,000 1,641,000 42,478 42,478 

合計 － － － △79,706 － － － 93,891 

  

                        前連結会計年度 

（注）１．時価の算定方法  

当連結会計年度 

（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。      同左 

        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。 

  ２．    同左 

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。

  ３．   同左 
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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 

(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 

（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18年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成19年２月28日） 

(1)退職給付債務の額（千円） △367,106 △322,877 

(2)年金資産の額（千円） 248,711 266,782 

(3)未積立退職給付債務（千円） △118,395 △56,095 

(4)未認識数理計算上の差異（千円） △9,929 △51,636 

(5)退職給付引当金（千円） △128,324 △107,731 

 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

退職給付費用   

(1)勤務費用（千円） 28,967 24,976 

(2)利息費用（千円） 9,580 9,138 

(3)期待運用収益（減算）（千円） △3,811 △3,730 

(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円） △5,662 △6,084 

退職給付費用計（千円） 29,074 24,300 

 
前連結会計年度 

（平成18年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成19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 
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⑤ ストック・オプション等 

該当事項はありません。 

⑥ 税効果会計 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（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 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  

繰延税金資産   

賞与引当金 19,955 千円 

未払事業税 3,375  

退職給付引当金 43,809  

貸倒引当金 2,148  

会員権評価損 6,161  

繰越欠損金 120,216  

減損損失 106,401  

その他 112,674  

繰延税金資産小計 414,744  

評価性引当額 △122,597  

繰延税金資産合計 292,146  

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  

繰延税金負債合計 △137,829  

   

繰延税金資産の純額 154,316  

(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18年２月28日現在)  (平成19年２月28日現在) 

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 

流動資産－繰延税金資産 132,828千円 

固定資産－繰延税金資産 21,488千円 

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 

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。 
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⑦ 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。

当連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19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、443,875 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、2,395,185 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。 

当連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19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。 

 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 

 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 7,223,760 365,404 7,589,164 －  7,589,164 

(2)セグメント間の内部売上高 23,301 714,128 737,429 (737,429) －  

計 7,247,061 1,079,532 8,326,594 (737,429) 7,589,164 

営業費用 6,815,552 1,414,248 8,229,801 (376,832) 7,852,968 

営業利益(又は営業損失) 431,508 △334,715 96,792 (360,597) △263,804 

Ⅱ 資産 8,960,020 1,720,517 10,680,538 2,092,799 12,773,338 
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⑧ 関連当事者との取引 

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） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

親会社及び法人主要株主等 

 （注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 親会社への貸付については、市場金利を参考に決定しております。 

（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。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員の 
兼任等 
（人） 

事業上 
の関係 

 親会社  味の素㈱ 
東京都 

中央区 
79,863 

 調味料

等の製造

及び販売

55.4 － 

 当社の

製品を同

社が仕

入・同社

の製品を

当社が仕

入 

 短期貸付 1,000,622 
 短期 

貸付金 
750,622 

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） 

当連結会計年度 
（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        1,083円78銭 

１株当たり当期純利益金額    17円42銭 

１株当たり純資産額       1,055円08銭 

１株当たり当期純損失金額      41円44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、当連結会計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、前連結会計年度において採用していた方法により

算定した当連結会計年度の１株当たり純資産額は、

1,041.37円であります。 

 
前連結会計年度末 
（平成18年２月28日） 

当連結会計年度末 
（平成19年２月28日） 

 純資産の部の合計額（千円） － 11,625,134 

 普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 11,625,134 

 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 
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       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。 

（重要な後発事象） 

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。  

当連結会計年度（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。 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月31日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月31日 
至 平成19年２月28日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 202,096 △456,631 

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） 
192,096 △456,631 

期中平均株式数（株） 11,025,167 11,019,474 
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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 

（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おりません。 

(3）販売実績 

（注）１．上記の金額には、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。 

  （単位：千円） 

品 目 

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） 

当連結会計年度 

（自平成18年３月１日 

至平成19年２月28日） 

製 品 4,136,511 4,513,975 

  （単位：千円） 

品 目 

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） 

当連結会計年度 

（自平成18年３月１日 

至平成19年２月28日） 

製 品 5,685,854 5,686,273 

商 品 1,924,998 1,902,890 

合 計 7,610,852 7,589,164 

相手先 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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 10.1 789,722 10.4 
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