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1.  平成24年2月期の連結業績（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年2月期 7,532 △2.2 158 42.4 203 16.7 128 △33.0
23年2月期 7,701 3.9 111 △10.1 174 4.4 192 28.0

（注）包括利益 24年2月期 38百万円 （△73.4％） 23年2月期 144百万円 （―％）

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年2月期 11.69 ― 1.4 2.1 2.1
23年2月期 17.46 ― 2.1 1.8 1.4

（参考） 持分法投資損益 24年2月期  2百万円 23年2月期  1百万円

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

24年2月期 9,782 9,010 92.1 818.35
23年2月期 9,874 9,060 91.8 822.81

（参考） 自己資本   24年2月期  9,010百万円 23年2月期  9,060百万円

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

24年2月期 468 △293 △88 899
23年2月期 538 △498 △77 831

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年2月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 88 45.8 1.0
24年2月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 88 68.4 1.0
25年2月期(予想) ― 0.00 ― 8.00 8.00 50.3

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

当社は、予算編成を通期ベースで行っており、業績の進捗管理及びその評価は通期でのみ実施しているため、中間点である第２四半期連結累計期間に 
おける業績予想は、記載を省略しております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 7,980 5.9 160 1.0 205 0.8 175 36.0 15.89



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、17ページ「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」及び48ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期 11,041,277 株 23年2月期 11,041,277 株
② 期末自己株式数 24年2月期 30,493 株 23年2月期 29,200 株
③ 期中平均株式数 24年2月期 11,011,589 株 23年2月期 11,012,612 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年2月期の個別業績（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年2月期 6,901 △4.1 65 60.3 105 22.6 7 △92.4
23年2月期 7,192 2.1 40 1.4 85 0.9 103 51.2

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
円 銭 円 銭

24年2月期 0.72 ―
23年2月期 9.40 ―

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

24年2月期 9,903 9,186 92.8 834.36
23年2月期 10,045 9,269 92.3 841.71

（参考） 自己資本 24年2月期  9,186百万円 23年2月期  9,239百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は，金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり，この決算短信の開示時点において，財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
は、２ページ「１．経営成績 （1） 経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(１）経営成績に関する分析  

 当連結会計年度における世界経済は、新興国の景気は緩やかに拡大したものの、原燃料価格や食料価格の上昇、欧州

債務危機による金融市場の不安等もあり、全体としては回復の動きは弱まっております。 

 わが国経済は、東日本大震災による生産活動の低下、消費の落ち込み等から持ち直しつつあるものの、電力不足、原

子力発電所事故の影響に加え、急速な円高の進行等もあり、今後の景気の本格回復には依然として不透明なままに推移

しました。  

  食品業界におきましては、緩やかなデフレの市況の中、食品原料の価格は上昇しており、厳しい環境が続きました。

  このような状況の中、当社グループは業務用香辛料（スパイス）等の販売を中心とした企業活動を展開し、国内及び

海外市場において販売拡大と収益改善に取り組んでまいりました。 

 国内では、外食産業やレジャー産業の復旧途上のなか、加工営業部門の大手需要家への販売が伸長し、前期売上高を

わずかに上回りましたが、外食営業部門は前期売上高を下回り、国内販売は前期売上高を下回りました。一方、海外で

は、連結子会社における日系海外企業向け販売及びマレーシア国内販売が好調で、売上高は前期を大きく上回りまし

た。これらの結果として、当連結会計年度の売上高は前期を下回りました。  

  利益に関しましては、売上高が減少したものの、海外連結子会社の採算の向上と販売費及び一般管理費の削減によ

り、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は前期を上回りました。一方で、東日本大震災による災害損失、遊休固定

資産の減損、税効果会計の影響により、当連結会計年度の当期純利益は前期を下回りました。  

 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 7,532百万円（前年同期比 2.2％減）、営業利益 158

百万円（前年同期比 42.4%増）、経常利益 203百万円（前年同期比 16.7%増）、当期純利益 128百万円（前年同期比 

33.0%減）となりました。  

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

 （日本） 

 売上高 6,901百万円となり、セグメント利益 427百万円となりました。  

 （東南アジア） 

 売上高 1,575百万円となり、セグメント利益 95百万円となりました。 

  

 次期の見通しについては、原燃料価格や食品原料価格の上昇、国内食品市場の縮小と競争激化など、当社をとりまく

事業環境は引き続き厳しい状況にあります。こうした環境下で、平成25年２月期は、中期計画における平成26年２月期

の連結売上高 8,150百万円、連結売上高営業利益率 5.0%達成への中間年度として、一層の収益強化に向けた様々な取

り組みを行います。国内では、売上高の回復を図り、更なる安定成長を目指すとともに、高付加価値製品および事業へ

の重点化を推進してまいります。海外では、市場の深耕と拡大により収益向上を図り、成長ドライバーとしての育成に

取り組んでまいります。併せて、国内外生産拠点における生産性の向上とコスト削減、物流関連費用の改善等による経

費削減に取り組みます。 

 これらの取り組みにより、次期の連結売上高は、前期比 5.9%増の 7,980百万円を見込むものの、同営業利益は、原

燃料価格上昇、特にペッパー原料価格高騰等もあり、前期比 1.0%増の 160百万円、同経常利益は前期比 0.8%増の 205

百万円を見込んでおります。また当期純利益は、特別損失の減少等により、前期比 36.0%増の 175百万円を見込んでお

ります。 

  なお、当社は、予算編成を通期ベースで行っており、業績の進捗管理及びその評価は通期のみで実施しているため、

中間点である第２四半期連結累計期間による業績予想は、記載を省略しております。 

１．経営成績
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(２）財政状態に関する分析  

 ①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 92百万円減少し、9,782百万円となりました。こ

れは主として現金及び預金の増加額が 67百万円、たな卸資産の増加額が 79百万円、繰延税金資産の増加額が 16百万

円、その他の流動資産の増加額が 45百万円、受取手形及び売掛金の減少額が 35百万円、減価償却及び減損損失により

有形及び無形固定資産が 261百万円減少したこと等によるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 41百万円減少し、772百万円となりました。これは主として買掛金の

増加額が ８百万円、未払金の減少額が 30百万円、その他の流動負債の減少額が 23百万円等によるものです。  

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 50百万円減少し、9,010百万円となりました。これは主として利益

剰余金が 40百万円増加したことと、為替換算調整勘定（借方残高）が 88百万円増加したこと等によるものです。  

 ②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 67百万円増加し、899百万円と

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）  

 営業活動の結果得られた資金は 468百万円（前年同期比 13.0％減）となりました。これは主として税金等調整前当

期純利益が 132百万円、減価償却費が 379百万円、減損損失が 45百万円、売上債権の減少額が 27百万円、仕入債務の

増加額が 11百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額が 108百万円、未払消費税の減少額が 22百万円、法人

税等の支払額が 19百万円による資金の減少によるものです。  

（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 293百万円（前年同期は 498百万円）となりました。これは主として余剰資金の短期

貸付への貸出額が 50百万円、有形固定資産の取得による支出額が 235百万円等によるものです。 

（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 88百万円（前年同期は 77百万円）となりました。これは主として配当金の支払額が

88百万円によるものです。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数は、有利子負債がありませんので記載を省略しています。 

  （注１）各指標は連結ベースの財務数値により算出しています。 

  （注２）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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 当社は、安定経営の根幹をなす株主からの支援と協力体制に報いるために、安定かつ適切な利益配分を実施すること

を基本としております。利益配当額については、利益状況と企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備える内部留保

の充実などを勘案して決定する方針であります。   

 当期（平成24年２月期）の株主配当につきましても、前期（平成23年２月期）と同額の１株当たり年間８円とするこ

とを予定しております（中間配当は実施せず、期末配当のみ）。 

 なお、本案は、平成24年５月29日開催予定の第58期定時株主総会に付議する予定であります。 

  また、次期（平成25年２月期）の株主配当につきましても、当期と同様に、安定的な配当で株主還元を行うことを重

視し、当期と同額の１株当たり年間８円（中間配当は実施せず、期末配当のみ）とすることを予定しております。 

  平成22年２月期  平成23年２月期  平成24年２月期  

自己資本比率（％）  90.7 91.8 92.1 

時価ベースの自己資本

比率（％）  
48.0 59.1 64.2 
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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。 

当社グループは、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、当連結会計年度末現在において当社

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％を限度として為替予約等により、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  

 当社グループの主要原材料は、主に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、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。 

 当社グループは、「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  

当社は、生産・物流体制の再編を行ったことにより、関東工場（栃木県足利市）及び東海工場（静岡県掛川市）の

二拠点において主な製品を製造し、東海物流センターより全国に配送しております。 

 これらの地域において、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。 
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 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１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、次の２部門は、「４．連結財務諸表(10)連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)」に掲げる報告セ

グメントの区分と同一であります。 

  

（1）日本 

 当社は、原材料を調達し、日本国内で製品（香辛料（スパイス）、その他食材）の製造を行い、国内及び海外の仕入

先から商品を仕入れております。 

 当社は、製品及び商品の販売を行っております。 

 当社は、味の素㈱及びハウス食品㈱から原材料の供給を受け、製品の販売を行っております。 

  

（2）東南アジア 

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

Gaban Spice Marketing（M）SDN.BHD.に販売しております。 

 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、GabanSpice Marketing

（M）SDN.BHD. がマレーシアにおける販売を行っております。 

  

 以上述べた事項を事業系統図によって示す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 

  

２．企業集団の状況
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  (1）会社の経営の基本方針  

「わたしたちは香辛料のスペシャリストとして、香辛料が持つ力を深め、高め、広めて、よりよい食生活の創造に貢

献する。」を企業理念とし、品質の高い香辛料（スパイス）類を中心に、新しいシーズニングや魅力的な食材の提供

をはじめ、加工食品への香辛料（スパイス）類の付加価値の高い提案を促進することにより、人々の様々な食場面に

おける新しいおいしさや食の楽しさを創造し、食を通して社会に貢献してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

  顧客満足を 重要目的とし、競争力を強化し、会社の利益体質を改善します。事業の売上高及び売上高営業利益率

を重要な経営指標ととらえ、その向上を目指します。中期経営計画においては、平成26年２月期の経営指標を、連結

売上高 8,150百万円、連結売上高営業利益率 5.0%と設定し、達成に向けて取り組んでまいります。 

    

 (3）中長期的な会社の経営戦略  

      中期経営計画における経営戦略は以下の通りです。 

  ① 日本国内の安定成長と海外を成長ドライバーとした事業拡大 

  ② 重要製品の重点的強化と収益性向上 

  ③ 「ＧＡＢＡＮ®」ブランド戦略の推進 

  

  (4）会社の対処すべき課題  

  当社グループの課題は、徹底した品質管理により製品の「安全・安心」を確保したうえで、生産・物流体制の改善

を進め、国内外を問わず販売を強化し、安定的に収益を生み出せる基盤を構築することにあると考えております。 

  

  (5）その他、会社の経営上重要な事項    

   該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 831,938 899,126

受取手形及び売掛金 1,536,022 1,500,452

商品及び製品 1,052,082 1,117,359

原材料及び貯蔵品 691,533 705,728

繰延税金資産 50,899 67,300

その他 433,407 478,683

貸倒引当金 △748 △368

流動資産合計 4,595,134 4,768,283

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,871,511 3,891,902

減価償却累計額 △1,277,782 △1,395,943

建物及び構築物（純額） 2,593,729 2,495,958

機械装置及び運搬具 ※2  1,841,899 ※2  1,842,626

減価償却累計額 △1,302,075 △1,401,224

機械装置及び運搬具（純額） 539,823 441,402

土地 845,380 845,380

その他 263,439 259,378

減価償却累計額 △227,634 △217,986

その他（純額） 35,805 41,392

有形固定資産合計 4,014,739 3,824,134

無形固定資産 188,300 117,554

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  55,272 ※1  55,127

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 30,429 26,533

貸倒引当金 △8,944 △8,791

投資その他の資産合計 1,076,756 1,072,868

固定資産合計 5,279,795 5,014,557

資産合計 9,874,930 9,782,840

㈱ギャバン（2817）平成24年２月期 決算短信

-7-



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 374,644 382,815

未払法人税等 28,839 29,651

賞与引当金 60,529 60,757

未払金 162,607 132,603

その他 113,295 89,966

流動負債合計 739,917 695,795

固定負債   

繰延税金負債 2,933 1,948

退職給付引当金 56,783 59,230

その他 14,429 15,175

固定負債合計 74,146 76,354

負債合計 814,064 772,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,827,868 2,827,868

資本剰余金 2,841,693 2,841,693

利益剰余金 3,912,920 3,953,540

自己株式 △23,131 △23,805

株主資本合計 9,559,350 9,599,297

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,933 1,705

為替換算調整勘定 △501,418 △590,311

その他の包括利益累計額合計 △498,485 △588,606

純資産合計 9,060,865 9,010,690

負債純資産合計 9,874,930 9,782,840
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

売上高 7,701,111 7,532,581

売上原価 ※1  5,619,015 ※1  5,483,224

売上総利益 2,082,096 2,049,357

販売費及び一般管理費   

運賃 283,538 248,415

貸倒引当金繰入額 131 －

役員報酬及び給料手当 744,409 744,666

賞与引当金繰入額 35,962 37,496

その他 906,780 860,318

販売費及び一般管理費合計 1,970,822 1,890,896

営業利益 111,274 158,460

営業外収益   

受取利息 13,252 7,862

受取家賃 34,363 35,744

持分法による投資利益 1,593 2,516

為替差益 2,315 －

その他 30,120 14,048

営業外収益合計 81,646 60,171

営業外費用   

賃貸費用 8,935 8,282

為替差損 － 1,654

減価償却費 2,362 2,205

その他 7,227 3,029

営業外費用合計 18,526 15,171

経常利益 174,393 203,460

特別利益   

過年度損益修正益 6,827 －

受取保険金 － 19,131

特別利益合計 6,827 19,131

特別損失   

固定資産除却損 ※2  21,758 ※2  17,289

減損損失 － ※3  45,337

災害による損失 － ※4  27,714

特別損失合計 21,758 90,340

税金等調整前当期純利益 159,462 132,251

法人税、住民税及び事業税 18,286 20,079

法人税等調整額 △51,060 △16,544

法人税等合計 △32,773 3,535

少数株主損益調整前当期純利益 － 128,716

当期純利益 192,236 128,716
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 128,716

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △1,228

為替換算調整勘定 － △88,893

その他の包括利益合計 － ※2  △90,121

包括利益 － ※1  38,595

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 38,595

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,827,868 2,827,868

当期末残高 2,827,868 2,827,868

資本剰余金   

前期末残高 2,841,693 2,841,693

当期末残高 2,841,693 2,841,693

利益剰余金   

前期末残高 3,797,777 3,912,920

当期変動額   

剰余金の配当 △77,093 △88,096

当期純利益 192,236 128,716

当期変動額合計 115,143 40,619

当期末残高 3,912,920 3,953,540

自己株式   

前期末残高 △22,554 △23,131

当期変動額   

自己株式の取得 △577 △673

当期変動額合計 △577 △673

当期末残高 △23,131 △23,805

株主資本合計   

前期末残高 9,444,784 9,559,350

当期変動額   

剰余金の配当 △77,093 △88,096

当期純利益 192,236 128,716

自己株式の取得 △577 △673

当期変動額合計 114,565 39,946

当期末残高 9,559,350 9,599,297

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,884 2,933

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 △1,228

当期変動額合計 48 △1,228

当期末残高 2,933 1,705

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △3,909 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,909 －

当期変動額合計 3,909 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △450,072 △501,418

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,345 △88,893

当期変動額合計 △51,345 △88,893

当期末残高 △501,418 △590,311

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △451,097 △498,485

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,387 △90,121

当期変動額合計 △47,387 △90,121

当期末残高 △498,485 △588,606

純資産合計   

前期末残高 8,993,687 9,060,865

当期変動額   

剰余金の配当 △77,093 △88,096

当期純利益 192,236 128,716

自己株式の取得 △577 △673

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,387 △90,121

当期変動額合計 67,178 △50,174

当期末残高 9,060,865 9,010,690
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

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 159,462 132,251

減価償却費 388,681 379,462

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,086 227

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,395 2,446

減損損失 － 45,337

貸倒引当金の増減額（△は減少） △339 △533

受取利息及び受取配当金 △14,077 △8,694

受取保険金 － △19,131

持分法による投資損益（△は益） △1,593 △2,516

固定資産除却損 21,758 17,289

過年度損益修正損益（△は益） △6,827 －

為替差損益（△は益） △16,147 5,086

売上債権の増減額（△は増加） 139,742 27,923

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,180 △108,504

仕入債務の増減額（△は減少） △91,869 11,123

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,739 △22,915

災害損失 － 17,622

その他 △38,421 △1,087

小計 538,408 475,388

利息及び配当金の受取額 15,206 8,661

法人税等の支払額 △21,460 △19,433

災害損失の支払額 － △17,622

保険金の受取額 － 19,131

法人税等の還付額 6,339 2,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 538,494 468,475

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 △95,061 △235,269

無形固定資産の取得による支出 △3,220 △6,265

投資有価証券の取得による支出 △798 △815

貸付けによる支出 △400,000 △50,000

その他 543 △1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △498,536 △293,505

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 △577 △673

配当金の支払額 △77,265 △88,210

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,842 △88,883

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,139 △18,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,023 67,188

現金及び現金同等物の期首残高 877,961 831,938

現金及び現金同等物の期末残高 ※  831,938 ※  899,126
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該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）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22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数       １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.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） 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

  時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

主として移動平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

③ たな卸資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29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（リース資産を除く） 

 当社は定率法、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。 

 建物及び構築物  ７年～50年 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  機械装置     ６年～10年    

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

同左 

  ③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ースのうち、リース取引開始日が平成21

年２月28日以前の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。  

③ リース資産 

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 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

(3)重要な引当金の計上基

準 

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 

(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、

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。 

同左 

(5)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  

為替予約取引及び通貨スワップ 

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 

(6)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。 

(7)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  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。 

―――――――――――――― 

６．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。 

―――――――――――――― 
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（７）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

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

（退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 

平成20年７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。 

（資産除去債務に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号 平成20年３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。 

            （「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会 

 社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

 当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及

び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10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。 

（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

―――――――――――――― （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。 

（９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

――――――――――――――  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。 
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（１０）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成24年２月29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） 18,830千円 投資有価証券（株式） 19,940千円 

※２．国庫補助金等に基づく有形固定資産の圧縮記帳累計

額 

機械装置 26,180千円 

※２．国庫補助金等に基づく有形固定資産の圧縮記帳累計

額 

機械装置 26,180千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ

後の金額であり、前連結会計年度末の戻入額と当連

結会計年度のたな卸資産評価損を相殺した次の金額

が売上原価に含まれております。 

  568千円 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ

後の金額であり、前連結会計年度末の戻入額と当連

結会計年度のたな卸資産評価損を相殺した次の金額

が売上原価に含まれております。 

  3,055千円 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 123千円 

機械装置及び運搬具 19,845  

その他 623  

無形固定資産 1,166  

   計 21,758  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

建物及び構築物 10,566千円 

機械装置及び運搬具 6,080  

その他 641  

   計 17,289  

  ※３ 減損損失 

  当連結会計年度において、当社は、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、事業用資産については管理会計上

の区分で、賃貸資産及び遊休資産については個別物件

単位でグルーピングし減損の兆候を判定しておりま

す。 

  福井県あわら市にある遊休資産については、平成20

年２月期連結会計年度において、建物の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、54,183千円の減損損失を計上

しておりましたが、建物の老朽化が進み、修繕・改装

に相当の費用を要するとともに当該建物の需要が限定

されること等を考慮し、当連結会計年度において、建

物の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

45,337千円を減損損失として計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、不動

産鑑定評価に準ずる方法により算出しております。  

場所 用途 種類 金額（千円）

福井県あわら市 遊休資産 建物  45,337

  ※４ 災害による損失は東日本大震災によるものであ

り、内訳は次のとおりであります。 

震災支援による物資提供等 7,086千円 

震災によるたな卸廃棄損失 3,005  

生産支援による旅費交通費 1,242  

震災によるお得意先見舞金 880  

震災による建物等修繕費 15,500  

   計 27,714  
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当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

   

前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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 1,280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 

  

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円144,848

少数株主に係る包括利益 － 

計  144,848

その他有価証券評価差額金 千円48

繰延ヘッジ損益  3,909

為替換算調整勘定  △51,345

計  △47,387

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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）  27,920  1,280  －  29,200

合計  27,920  1,280  －  29,200

（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22年５月28日 

定時株主総会 
普通株式  77,093  7 平成22年２月28日 平成22年５月31日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

 １株当たり 
  配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成23年５月27日 

定時株主総会 
普通株式  88,096 利益剰余金   8

平成23年 

２月28日 

平成23年 

５月30日 
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当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29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 1,293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 

   

  

  

  
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）  29,200  1,293  －  30,493

合計  29,200  1,293  －  30,493

（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23年５月27日 

定時株主総会 
普通株式  88,096  8 平成23年２月28日 平成23年５月30日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

 １株当たり 
  配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成24年５月29日 

定時株主総会 
普通株式  88,086 利益剰余金   8

平成24年 

２月29日 

平成24年 

５月30日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29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 831,938千円

現金及び現金同等物 831,938千円

現金及び預金勘定 899,126千円

現金及び現金同等物 899,126千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１．ファイナンス・リース取引（借手側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  該当事項はありません。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

  

１．ファイナンス・リース取引（借手側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  該当事項はありません。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

 同左 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成21年２月28日以前のリー

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、その内容は次のとおりであり

ます。  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成21年２月28日以前のリー

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、その内容については金額の重

要性が乏しいため、記載を省略しております。  

(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  109,295  104,759  4,535

(無形固定資産)  99,186  86,922  12,263

合計  208,482  191,682  16,799

  

(2)未経過リース料期末残高相当額   

１年内 24,542千円 

１年超 2,057千円 

合計 26,599千円 

  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   

支払リース料 43,953千円 

減価償却費相当額 29,713千円 

支払利息相当額 1,240千円 

  

(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。 

  

  

(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。 

  

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに関わる未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

 該当事項はありません。 

１年内 －千円 

１年超 －千円 

合計 －千円 
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前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、香辛料（スパイス）、その他食材の製造販売事業を行うための運転資金、設備投資資金

については、基本的に手元資金で賄うこととしております。必要となる運転資金、設備投資資金は現金及び

預金とし、それを超える部分は銀行の長期預金として利息収入の確保を図っております。また、一時的な資

金の余剰と不足については味の素グループ内のプーリング口座を通じて、味の素㈱へ短期貸出及び借入を行

っております。デリバティブ取引は、原則として後述するリスクのヘッジを目的としており、投機目的では

行わない方針でおります。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債

権は、為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格

の変動リスクに晒されております。長期預金は、満期期日において元本金額が全額支払われる安全性の高い

ものでありますが、預金利率が為替相場に連動して決定されるため、為替相場の動向によっては市場金利を

下回るリスクを有しているほか、期限前解約権を銀行のみが保有しており、当社から解約を行う場合、損失

が生じる可能性があります。しかしながら、必要な運転資金及び設備投資資金は手元に確保しており、満期

期日まで継続して預金として保有する予定であります。 

 営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。また外貨建ての営業債務は、為替の変

動リスクに晒されていますが、主に先物為替予約を利用してヘッジしております。 

 デリバティブ取引は、原則として外貨建て仕入取引における為替変動リスクをヘッジする目的とした先物

為替予約取引であります。 

 なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について

は、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項（5）重要な

ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。 

 デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほ

とんどないと認識しております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社は、外貨建て仕入取引について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約

を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、原則として 長6ヶ月を限度とした外貨建

て仕入取引は、為替変動リスクをヘッジするために行う外貨の先物為替予約取引であります。 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との

関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

 デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めた為替予約取引要領等に基づき、事前に開発購

買部等と協議した上、経理部が取引を行っております。また、定期的に取引実績を経理部所管の役員及び経

営会議に報告しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性

の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、海外連結子会社においても、当社と同様の水準

を維持することとしております。 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。 

  

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。 

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3) 投資有価証券 

  投資有価証券の時価は取引所の価格によっております。なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額 

18,830千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を

把握することが極めて困難と認められるため、投資有価証券には含めておりません。 

(4) 長期預金 

  時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

負 債 

(1) 買掛金、(2)未払法人税等 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

デリバティブ取引 

 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 

  

（注）２．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用してお

ります。 

  

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  831,938  831,938  －

(2）受取手形及び売掛金  1,536,022  1,536,022  －

(3）投資有価証券  36,441  36,441  －

(4）長期預金  1,000,000  888,467  △111,532

資産計  3,404,402  3,292,869  △111,532

(1）買掛金  374,644  374,644  －

(2）未払法人税等  28,839  28,839  －

負債計  403,484  403,484  －

デリバティブ取引  －  －  －

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金  831,938  －  －  －

受取手形及び売掛金  1,536,022  －  －  －

長期預金  －  －  －  1,000,000

合計  2,367,960  －  －  1,000,000
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当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、香辛料（スパイス）、その他食材の製造販売事業を行うための運転資金、設備投資資金

については、基本的に手元資金で賄うこととしております。必要となる運転資金、設備投資資金は現金及び

預金とし、それを超える部分は銀行の長期預金として利息収入の確保を図っております。また、一時的な資

金の余剰と不足については味の素グループ内のプーリング口座を通じて、味の素㈱へ短期貸出及び借入を行

っております。デリバティブ取引は、原則として後述するリスクのヘッジを目的としており、投機目的では

行わない方針でおります。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債

権は、為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格

の変動リスクに晒されております。長期預金は、満期期日において元本金額が全額支払われる安全性の高い

ものでありますが、預金利率が為替相場に連動して決定されるため、為替相場の動向によっては市場金利を

下回るリスクを有しているほか、期限前解約権を銀行のみが保有しており、当社から解約を行う場合、損失

が生じる可能性があります。しかしながら、必要な運転資金及び設備投資資金は手元に確保しており、満期

期日まで継続して預金として保有する予定であります。 

 営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。また外貨建ての営業債務は、為替の変

動リスクに晒されていますが、主に先物為替予約を利用してヘッジしております。 

 デリバティブ取引は、原則として外貨建て仕入取引における為替変動リスクをヘッジする目的とした先物

為替予約取引であります。 

 なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について

は、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項（5）重要な

ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。 

 デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほ

とんどないと認識しております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社は、外貨建て仕入取引について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約

を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、原則として 長6ヶ月を限度とした外貨建

て仕入取引は、為替変動リスクをヘッジするために行う外貨の先物為替予約取引であります。 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との

関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

 デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めた為替予約取引要領等に基づき、事前に生産調

達部等と協議した上、経理部が取引を行っております。また、定期的に取引実績を経理部所管の役員及び経

営会議に報告しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性

の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、海外連結子会社においても、当社と同様の水準

を維持することとしております。 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成24年２月29日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。 

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3) 投資有価証券 

  投資有価証券の時価は取引所の価格によっております。なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額 

19,940千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を

把握することが極めて困難と認められるため、投資有価証券には含めておりません。 

(4) 長期預金 

  時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

負 債 

(1) 買掛金、(2)未払法人税等 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

デリバティブ取引 

 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 

  

（注）２．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  899,126  899,126  －

(2）受取手形及び売掛金  1,500,452  1,500,452  －

(3）投資有価証券  35,187  35,187  －

(4）長期預金  1,000,000  928,230  △71,769

資産計  3,434,766  3,362,997  △71,769

(1）買掛金  382,815  382,815  －

(2）未払法人税等  29,651  29,651  －

負債計  412,467  412,467  －

デリバティブ取引  －  －  －

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金  899,126  －  －  －

受取手形及び売掛金  1,500,452  －  －  －

長期預金  －  －  －  1,000,000

合計  2,399,579  －  －  1,000,000
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前連結会計年度（平成23年２月28日） 

１．その他有価証券 

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価 
（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  23,881  17,507  6,374

(2)債券  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  23,881  17,507  6,374

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  12,560  13,988  △1,428

(2)債券  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  12,560  13,988  △1,428

合計  36,441  31,496  4,945
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当連結会計年度（平成24年２月29日） 

１．その他有価証券 

  

前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

  

  種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価 
（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  26,309  21,673  4,636

(2)債券  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  26,309  21,673  4,636

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  8,877  10,638  △1,761

(2)債券  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  8,877  10,638  △1,761

合計  35,187  32,312  2,875

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を設けております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

  

３．退職給付費用の内訳 

  

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（自 平成22年３月１日 至 平成23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23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

  

（退職給付関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成24年２月29日） 

(1)退職給付債務の額（千円）  △307,465  △337,516

(2)年金資産の額（千円）  217,195  233,824

(3)未積立退職給付債務（千円）  △90,270  △103,691

(4)未認識数理計算上の差異（千円）  33,487  44,461

(5)退職給付引当金（千円）  △56,783  △59,230

  
前連結会計年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

退職給付費用     

(1)勤務費用（千円）  22,153  24,252

(2)利息費用（千円）  4,370  4,611

(3)期待運用収益（減算）（千円）  △2,902  △3,257

(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円）  8,957  8,992

(5)確定拠出年金制度への掛金支払額（千円）  14,422  14,781

退職給付費用計（千円）  47,002  49,379

  
前連結会計年度 

（平成23年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成24年２月29日） 

(1)割引率（％）  1.5  1.2

(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務

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。） 

   

同左 

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成24年２月29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     

賞与引当金  24,629 千円 

未払事業税  3,482   

退職給付引当金  23,105   

貸倒引当金  3,089   

会員権評価損  813   

繰越欠損金  815,303   

減損損失  22,047   

未実現利益の消去   9,314   

その他  6,344   

繰延税金資産小計  908,129   

評価性引当額  △857,230   

繰延税金資産合計  50,899   

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金  △921   

その他  △2,012   

繰延税金負債合計  △2,933   

      

繰延税金資産（負債）の純額  47,965   

繰延税金資産     

賞与引当金  24,722 千円 

未払事業税  3,363   

退職給付引当金  24,100   

貸倒引当金  3,125   

会員権評価損  1,017   

繰越欠損金  794,813   

減損損失  40,494   

未実現利益の消去   10,004   

その他  5,766   

繰延税金資産小計  907,409   

評価性引当額  △840,108   

繰延税金資産合計  67,300   

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金  △778   

その他  △1,169   

繰延税金負債合計  △1,948   

      

繰延税金資産（負債）の純額  65,351   

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産（負

債）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（負

債）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23年２月28日現在)  (平成24年２月29日現在) 

流動資産－繰延税金資産 50,899千円 

固定負債－繰延税金負債 △2,933千円 

流動資産－繰延税金資産 67,300千円 

固定負債－繰延税金負債 △1,948千円 

 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） 

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
 8.3

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  11.2

評価性引当額の増減  △72.0

持分法による投資利益  △0.4

海外連結子会社の税率差異  △8.6

その他  0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
 △20.6

 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 
 6.9

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  14.2

評価性引当額の増減  △48.0

持分法による投資利益  △0.8

海外連結子会社の税率差異  △10.7

その他  0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
 2.7
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前連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成24年２月29日） 

 ３．   ――――――――――――――  ３．法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金

負債の金額の修正 

   「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る

ための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施

策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布

され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われ

ることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の

40.7%から平成25年３月１日に開始する連結会計年度か

ら平成27年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見

込まれる一時差異等については 38.0%に、平成28年３月

１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一

時差異等については 35.6%となります。なお、当連結会

計年度において、この税率変更により、繰延税金資産の

金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）及び法人税

等調整額に対する影響はありません。 

   また、欠損金の繰越控除制度が平成24年４月１日以後

に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の

100分の80相当額が控除限度額となります。なお、当連

結会計年度において、繰延税金資産の金額及び法人税等

調整額に対する影響はありません。  
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当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

    

  前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

 当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビル等（土地を含

む。）を所有しております。平成23年２月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 23,064千円（賃貸収益

は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

 (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度増減額は、減価償却費であります。 

３．当連結会計年度末の時価は、主として「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。 

  

  (追加情報） 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月

28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20

年11月28日）を適用しております。 

  

  当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

 当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビル等（土地を含

む。）を所有しております。平成24年２月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 27,461千円（賃貸収益

は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

 (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度増減額は、減価償却費の計上、遊休建物等の減損損失の計上及び用途変更に伴う減少であり

ます。 

３．当連結会計年度末の時価は、主として「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。 

  

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）

 連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価 

（千円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

 260,802  △7,163  253,638  296,836

 連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価 

（千円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

 253,638  △59,157  194,481  236,581
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 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。 

  

前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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、364,235千円であり、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。 

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、2,097,636千円であり、その主なものは、当社で

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

  

前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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。 

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  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  7,187,474  513,637  7,701,111  －  7,701,111

(2)セグメント間の内部売上高  5,260  776,433  781,694 (781,694)  －

計  7,192,735  1,290,070  8,482,805 (781,694)  7,701,111

営業費用  6,787,819  1,227,563  8,015,383 (425,546)  7,589,837

営業利益  404,915  62,506  467,421 (356,147)  111,274

Ⅱ 資産  6,522,748  1,432,311  7,955,059  1,919,870  9,874,930

ｃ．海外売上高

㈱ギャバン（2817）平成24年２月期 決算短信

-32-



当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。 

 当社は、主に香辛料（スパイス）、その他食材を生産・販売しており、国内においては当社が、海外に

おいてはマレーシアの現地法人が、それぞれ担当しております。 

 当社及び現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品・商品について各地域の包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「東南アジア」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。  

 棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。  

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

（注）１．調整額は次のとおりです。 

     （1）セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去  千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、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。 

     （2）セグメント資産調整額 千円には、セグメント間取引消去  千円、各報告セグ

メントに配分していない全社資産 千円が含まれております。全社資産の主なものは、提出会

社の余資運用資金（現金及び預金等）並びに長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

ｄ．セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1 

連結財務諸表
計上額 

（注）２ 日本 東南アジア 計 

売上高           

外部顧客への売上高  7,187,474  513,637  7,701,111  －  7,701,111

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 5,260  776,433  781,694  △781,694  －

計  7,192,735  1,290,070  8,482,805  △781,694  7,701,111

セグメント利益  404,915  62,506  467,421  △356,147  111,274

セグメント資産  6,522,748  1,432,311  7,955,059  1,919,870  9,874,930

その他の項目      

減価償却費  315,840  72,840  388,681  －  388,681

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 101,317  4,534  105,851  －  105,851

△356,147 8,087

△364,235

1,919,870 △177,766

2,097,636

㈱ギャバン（2817）平成24年２月期 決算短信

-33-



当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

（注）１．調整額は次のとおりです。 

     （1）セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去  千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、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。 

     （2）セグメント資産調整額 千円には、セグメント間取引消去  千円、各報告セグ

メントに配分していない全社資産 千円が含まれております。全社資産の主なものは、提出会

社の余資運用資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であ

ります。 

     （3）減価償却費の調整額 千円は、各報告セグメントに帰属してない全社資産の償却費でありま

す。 

     （4）減損損失の調整額 千円は、遊休資産に係る減損損失であります。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1 

連結財務諸表
計上額 

（注）２ 日本 東南アジア 計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,896,259  636,321  7,532,581  －  7,532,581

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 4,943  939,304  944,248  △944,248  －

計  6,901,203  1,575,626  8,476,829  △944,248  7,532,581

セグメント利益  427,522  95,614  523,137  △364,676  158,460

セグメント資産  6,280,869  1,451,702  7,732,571  2,050,268  9,782,840

その他の項目      

減価償却費  310,293  66,866  377,159  2,302  379,462

減損損失    －  －  －  45,337  45,337

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 218,457  2,547  221,004  －  221,004

△364,676 △2,360

△362,316

2,050,268 △147,136

2,197,404

2,302

45,337
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当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。   

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の90％を超えるため、記載を省略しております。  

  

(2）有形固定資産 

                                 （単位：千円）  

   

      ３．主要な顧客ごとの情報 

                                 （単位：千円）  

  

当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

  

当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

  該当事項はありません。 

  

  

当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

  該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27日)及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)を適用し

ております。 

  

ｅ．関連情報

   日本 東南アジア 合計  

 有形固定資産   3,311,806   512,327   3,824,134

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名 

東亜商事株式会社    754,099 日本  

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

  

１．関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

（注） （1）上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま 

す。 

（2）取引条件及び取引条件の決定方針等 

   ①親会社への貸付については、市場金利等を参考に決定しております。 

   ②その他の関係会社への製品の販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

２．親会社及び重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 

  味の素株式会社（上場証券取引所：東京、大阪） 

（2）重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）

種類 
会社等 

の名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権の
被所有割
合 
（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 

 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 

55.37

  

 当社の製品を同社

が仕入・同社の製

品を当社が仕入 

  資金の 

貸付 
 400,552
 その他 

 流動資産 
401,302

その他の

関係会社 

  

ハウス 

食品㈱ 

  

大阪府  

東大阪市 

  

 

  

9,948

 香辛食品、

加工食品、

調理済食品

の製造及び

販売 

15.94

  

 当社の製品を同社

が仕入、販売・同

社の製品を当社が

仕入 

 当社製品

の販売 
 765,490 売掛金 80,539
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当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

  

１．関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

（注） （1）上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま 

す。 

（2）取引条件及び取引条件の決定方針等 

   ①親会社への貸付については、市場金利等を参考に決定しております。 

   ②その他の関係会社への製品の販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

２．親会社及び重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 

  味の素株式会社（上場証券取引所：東京、大阪） 

（2）重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。 

  

種類 
会社等 

の名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権の
被所有割
合 
（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 

 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 

55.36

  

 当社の製品を同社

が仕入・同社の製

品を当社が仕入 

  資金の 

貸付 
 50,996
 その他 

 流動資産 
452,299

その他の

関係会社 

  

ハウス 

食品㈱ 

  

大阪府  

東大阪市 

  

 

  

9,948

 香辛食品、

加工食品、

調理済食品

の製造及び

販売 

15.94

  

 当社の製品を同社

が仕入、販売・同

社の製品を当社が

仕入 

 当社製品

の販売 
 715,405 売掛金 63,851
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 （注） 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

       ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１株当たり純資産額 円 銭 822 81

１株当たり当期純利益金額 円 銭 17 46

１株当たり純資産額 円 銭 818 35

１株当たり当期純利益金額 円 銭 11 69

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。 

同左 

  
前連結会計年度末 

（平成23年２月28日） 
当連結会計年度末 

（平成24年２月29日） 

 純資産の部の合計額（千円）  9,060,865  9,010,690

 普通株式に係る期末の純資産額（千円）  9,060,865  9,010,690

 普通株式の発行済株式数（株）  11,041,277  11,041,277

 普通株式の自己株式数（株）  29,200  30,493

 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） 
 11,012,077  11,010,784

  
前連結会計年度 

(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日) 

当期純利益（千円）  192,236  128,716

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  192,236  128,716

期中平均株式数（株）  11,012,612  11,011,589

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 510,463 573,555

受取手形 104,215 94,188

売掛金 1,358,533 1,297,252

商品及び製品 915,340 971,833

原材料及び貯蔵品 532,323 468,544

前払費用 12,955 17,165

関係会社短期貸付金 404,734 455,687

繰延税金資産 50,899 38,480

その他 12,109 3,361

貸倒引当金 △750 △369

流動資産合計 3,900,825 3,919,699

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,115,516 3,169,031

減価償却累計額 △1,013,066 △1,118,680

建物（純額） 2,102,449 2,050,350

構築物 154,673 160,870

減価償却累計額 △86,470 △96,432

構築物（純額） 68,202 64,438

機械及び装置 ※1  1,211,443 ※1  1,263,497

減価償却累計額 △857,590 △947,671

機械及び装置（純額） 353,852 315,825

車両運搬具 2,029 3,469

減価償却累計額 △1,929 △2,546

車両運搬具（純額） 100 923

工具、器具及び備品 221,956 221,113

減価償却累計額 △194,826 △186,225

工具、器具及び備品（純額） 27,129 34,887

土地 845,380 845,380

有形固定資産合計 3,397,114 3,311,806

無形固定資産   

ソフトウエア 127,226 61,503

電話加入権 2,886 2,886

無形固定資産合計 130,112 64,390
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 36,441 35,187

関係会社株式 1,424,759 1,424,759

出資金 110 －

関係会社長期貸付金 136,300 131,193

破産更生債権等 2,995 2,167

長期前払費用 6,986 －

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 18,497 22,647

貸倒引当金 △8,999 △8,818

投資その他の資産合計 2,617,091 2,607,136

固定資産合計 6,144,318 5,983,334

資産合計 10,045,144 9,903,033

負債の部   

流動負債   

買掛金 346,818 340,498

未払金 152,492 118,878

未払費用 73,817 73,306

未払法人税等 28,839 29,651

未払消費税等 29,138 6,223

預り金 5,719 5,729

賞与引当金 60,529 60,757

その他 4,620 4,706

流動負債合計 701,975 639,753

固定負債   

繰延税金負債 2,933 1,948

退職給付引当金 56,783 59,230

その他 14,429 15,175

固定負債合計 74,146 76,354

負債合計 776,122 716,108
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,827,868 2,827,868

資本剰余金   

資本準備金 2,748,673 2,748,673

その他資本剰余金 93,020 93,020

資本剰余金合計 2,841,693 2,841,693

利益剰余金   

利益準備金 103,369 103,369

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 1,343 1,135

別途積立金 2,491,250 2,491,250

繰越利益剰余金 1,023,695 943,709

利益剰余金合計 3,619,658 3,539,463

自己株式 △23,131 △23,805

株主資本合計 9,266,088 9,185,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,933 1,705

評価・換算差額等合計 2,933 1,705

純資産合計 9,269,021 9,186,925

負債純資産合計 10,045,144 9,903,033
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

売上高   

商品売上高 1,684,159 1,590,912

製品売上高 5,508,575 5,310,291

売上高合計 7,192,735 6,901,203

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 238,279 262,940

当期商品仕入高 1,286,623 1,088,253

合計 1,524,903 1,351,193

商品期末たな卸高 ※1  262,940 ※1  163,284

商品売上原価 1,261,963 1,187,909

製品売上原価   

製品期首たな卸高 467,425 426,709

当期製品製造原価 3,973,164 3,922,463

合計 4,440,590 4,349,172

製品期末たな卸高 ※1  426,709 ※1  502,039

製品売上原価 4,013,881 3,847,132

売上原価合計 5,275,844 5,035,041

売上総利益 1,916,890 1,866,161

販売費及び一般管理費   

運賃 266,915 231,780

広告宣伝費 31,314 27,343

貸倒引当金繰入額 79 －

役員報酬 47,495 46,147

給料及び手当 665,166 668,606

賞与引当金繰入額 35,962 37,496

退職給付費用 31,559 34,759

法定福利費 83,363 87,158

福利厚生費 7,081 8,250

租税公課 33,124 29,925

地代家賃 41,626 41,684

リース料 51,187 37,474

旅費及び交通費 88,451 81,077

通信費 35,176 34,543

保険料 13,776 11,015

業務委託費 138,985 121,731

減価償却費 106,399 98,526

その他 198,543 203,432

販売費及び一般管理費合計 1,876,210 1,800,954

営業利益 40,679 65,206
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

営業外収益   

受取利息 12,451 5,091

受取配当金 824 831

受取家賃 34,363 35,744

その他 27,242 12,663

営業外収益合計 74,883 54,331

営業外費用   

賃貸費用 8,935 8,282

為替差損 13,342 2,216

減価償却費 2,362 2,205

その他 5,167 1,688

営業外費用合計 29,808 14,392

経常利益 85,754 105,145

特別利益   

過年度損益修正益 6,827 －

受取保険金 － 19,131

特別利益合計 6,827 19,131

特別損失   

固定資産除却損 ※2  21,678 ※2  11,554

減損損失 － ※3  45,337

災害による損失 － ※4  27,714

特別損失合計 21,678 84,606

税引前当期純利益 70,903 39,670

法人税、住民税及び事業税 18,463 19,492

法人税等調整額 △51,060 12,275

法人税等合計 △32,596 31,768

当期純利益 103,500 7,902
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,827,868 2,827,868

当期末残高 2,827,868 2,827,868

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,748,673 2,748,673

当期末残高 2,748,673 2,748,673

その他資本剰余金   

前期末残高 93,020 93,020

当期末残高 93,020 93,020

資本剰余金合計   

前期末残高 2,841,693 2,841,693

当期末残高 2,841,693 2,841,693

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 103,369 103,369

当期末残高 103,369 103,369

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 1,577 1,343

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △234 △207

当期変動額合計 △234 △207

当期末残高 1,343 1,135

別途積立金   

前期末残高 2,491,250 2,491,250

当期末残高 2,491,250 2,491,250

繰越利益剰余金   

前期末残高 997,054 1,023,695

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 234 207

剰余金の配当 △77,093 △88,096

当期純利益 103,500 7,902

当期変動額合計 26,641 △79,986

当期末残高 1,023,695 943,709

利益剰余金合計   

前期末残高 3,593,251 3,619,658

当期変動額   

剰余金の配当 △77,093 △88,096

当期純利益 103,500 7,902

当期変動額合計 26,406 △80,194

当期末残高 3,619,658 3,539,463
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

自己株式   

前期末残高 △22,554 △23,131

当期変動額   

自己株式の取得 △577 △673

当期変動額合計 △577 △673

当期末残高 △23,131 △23,805

株主資本合計   

前期末残高 9,240,258 9,266,088

当期変動額   

剰余金の配当 △77,093 △88,096

当期純利益 103,500 7,902

自己株式の取得 △577 △673

当期変動額合計 25,829 △80,867

当期末残高 9,266,088 9,185,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,884 2,933

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 △1,228

当期変動額合計 48 △1,228

当期末残高 2,933 1,705

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △3,909 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,909 －

当期変動額合計 3,909 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,024 2,933

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,957 △1,228

当期変動額合計 3,957 △1,228

当期末残高 2,933 1,705

純資産合計   

前期末残高 9,239,233 9,269,021

当期変動額   

剰余金の配当 △77,093 △88,096

当期純利益 103,500 7,902

自己株式の取得 △577 △673

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,957 △1,228

当期変動額合計 29,787 △82,095

当期末残高 9,269,021 9,186,925
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該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29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） 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

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（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

商品、製品、半製品、原材料 

同左 

  未着品 

個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法） 

未着品 

同左 

  貯蔵品 

終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法） 

貯蔵品 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

同左   

  建物及び構築物  ７年～50年 

機械及び装置   ６年～８年  

  

  無形固定資産（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

同左 

  リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成21年２月28日以前のリース取引につい

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。  

リース資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

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 

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 

７．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 

為替予約取引及び通貨スワップ 

(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 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

  消費税等の会計処理 

同左 
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（６）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

 (退職給付に係る会計基準） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７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。 

 (資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号 平成20年３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。 

（７）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「関係会社短期貸付金」は、当事業年度に

おいて、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記し

ました。 

 なお、前事業年度の「関係会社短期貸付金」は 749千

円であります。 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「出資金」

（当期末残高 110千円）、「長期前払費用」（当期末残

高 4,539千円）は、資産合計額の100分の１以下となった

ため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して

おります。 
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（８）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成23年２月28日） 

当事業年度 
（平成24年２月29日） 

※１ 国庫補助金等に基づく有形固定資産の圧縮記帳累

計額 

機械及び装置 26,180千円 

※１ 国庫補助金等に基づく有形固定資産の圧縮記帳累

計額 

機械及び装置 26,180千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ

後の金額であり、前事業年度末の戻入額と当事業年

度のたな卸資産評価損を相殺した次の金額が売上原

価に含まれております。 

  △770千円

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ

後の金額であり、前事業年度末の戻入額と当事業年

度のたな卸資産評価損を相殺した次の金額が売上原

価に含まれております。 

  1,519千円

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 123千円 

機械装置及び運搬具 19,837千円 

工具、器具及び備品 551千円 

ソフトウエア 1,166千円 

   計 21,678千円 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 10,566千円 

機械装置及び運搬具 371千円 

工具、器具及び備品 616千円 

   計 11,554千円 

  

  

※３ 減損損失 

  当事業年度において、当社は、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、事業用資産については管理会計上

の区分で、賃貸資産及び遊休資産については個別物件

単位でグルーピングし減損の兆候を判定しておりま

す。 

  福井県あわら市にある遊休資産については、平成20

年２月期事業年度において、建物の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、54,183千円の減損損失を計上して

おりましたが、建物の老朽化が進み、修繕・改装に相

当の費用を要するとともに当該建物の需要が限定され

ること等を考慮し、当事業年度において、建物の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 45,337千

円を減損損失として計上しております。 

  なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、不動

産鑑定評価に準ずる方法により算出しております。 

場所 用途 種類 金額（千円）

福井県あわら市 遊休資産 建物  45,337

  ※４ 災害による損失は東日本大震災によるものであ

り、内訳は次のとおりであります。 

震災支援による物資提供等 7,086千円 

震災によるたな卸廃棄損失 3,005  

生産支援による旅費交通費 1,242  

震災によるお得意先見舞金 880  

震災による建物等修繕費 15,500  

   計 27,714  
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前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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 1,280株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29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 1,293株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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）  27,920  1,280  －  29,200

合計  27,920  1,280  －  29,200

  
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）  29,200  1,293  －  30,493

合計  29,200  1,293  －  30,493
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成23年２月28日） 

当事業年度 
（平成24年２月29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  3,482 千円 

賞与引当金  24,629   

退職給付引当金  23,105   

貸倒引当金  3,111   

会員権評価損  813   

繰越欠損金  819,643   

減損損失  22,047   

その他  6,344   

繰延税金資産小計  903,177   

評価性引当額  △852,278   

繰延税金資産合計  50,899   

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金  △921   

その他  △2,012   

繰延税金負債合計  △2,933   

      

繰延税金資産（負債）の純額  47,965   

繰延税金資産     

未払事業税  3,363 千円 

賞与引当金  24,722   

退職給付引当金  24,100   

貸倒引当金  3,136   

会員権評価損  1,017   

繰越欠損金  775,987   

減損損失  40,494   

その他  5,766   

繰延税金資産小計  878,589   

評価性引当額  △840,108   

繰延税金資産合計  38,480   

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金  △778   

その他  △1,169   

繰延税金負債合計  △1,948   

      

繰延税金資産（負債）の純額  36,531   

 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 
 18.6

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
 △0.2

住民税均等割等  25.2

評価性引当額の増減   △131.3

その他  1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
 △46.0

 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 
 22.8

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
 △0.4

住民税均等割等  47.3

評価性引当額の増減   △30.7

その他  0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
 80.1
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前事業年度 
（平成23年２月28日） 

当事業年度 
（平成24年２月29日） 

 ３．   ――――――――――――――  ３．法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金

負債の金額の修正 

   「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る

ための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施

策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布

され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われるこ

ととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%か

ら平成25年３月１日に開始する事業年度から平成27年３

月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異

等については38.0%に、平成28年３月１日に開始する事

業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については

35.6%となります。なお、当事業年度において、この税

率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金

額を控除した金額）及び法人税等調整額に対する影響は

ありません。 

   また、欠損金の繰越控除制度が平成24年４月１日以後

に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100

分の80相当額が控除限度額となります。なお、当事業年

度において、繰延税金資産の金額及び法人税等調整額に

対する影響はありません。  
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 （注） 算定上の基礎 

    １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

       ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 

至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１株当たり純資産額 円 銭 841 71

１株当たり当期純利益金額 円 銭 9 40

１株当たり純資産額 円 銭 834 36

１株当たり当期純利益金額 円 銭 0 72

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。 

同左 

  
前事業年度末 

（平成23年２月28日） 
当事業年度末 

（平成24年２月29日） 

 純資産の部の合計額（千円）  9,269,021  9,186,925

 普通株式に係る期末の純資産額（千円）  9,269,021  9,186,925

 普通株式の発行済株式数（株）  11,041,277  11,041,277

 普通株式の自己株式数（株）  29,200  30,493

 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） 
 11,012,077  11,010,784

  
前事業年度 

(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日) 

当期純利益（千円）  103,500  7,902

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  103,500  7,902

期中平均株式数（株）  11,012,612  11,011,589

（重要な後発事象）
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① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

② その他の役員の異動  

 ・新任取締役候補 

     取締役執行役員        林    宏 好 （現 当社執行役員経営企画部長兼経理部長） 

     取締役（社外取締役）     大 山  多景石 （現 味の素㈱監査役） 

   取締役（社外取締役）     宮 奥  美 行 （現 ハウス食品㈱香辛食品事業部長） 

  ・退任予定取締役 

     取締役執行役員        稲 田  佳 昭 

     取締役執行役員        西 村  隆 史     

   取締役（社外取締役）     工 東  正 彦 

   取締役（社外取締役）     中 園  直 樹 

  ・新任監査役候補 

     監査役            森 田  浩 一 （現 味の素㈱財務部経理サービスセンター長） 

  ・退任予定監査役 

    監査役            岡 田  俊四朗 

 ・新任補欠監査役候補 

   補欠監査役          小笠原  豊 和 （現 味の素㈱人事部嘱託） 

 ・退任予定補欠監査役 

   補欠監査役          清 水  正 

  

  ③ 就任予定日 

       平成24年５月29日開催予定の第58期定時株主総会の日となります。 

 なお、大山多景石氏は、味の素㈱の監査役であり、会社法第335条第２項（監査役の資格等）の規定により、

その子会社である当社の取締役を兼ねることはできないこととされているため、同氏の当社取締役就任は、味の

素㈱監査役任期満了退任後の本年６月末となります。 

 

    

該当事項はありません。  

  

６．その他

(1）役員の異動

(2）その他
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