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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第2四半期 3,650 ― △25 ― 6 ― △3 ―
21年2月期第2四半期 3,742 △1.2 △295 ― △107 ― △20 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第2四半期 △0.33 ―
21年2月期第2四半期 △1.83 ―

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

22年2月期第2四半期 9,534 8,855 92.9 804.08
21年2月期 9,712 8,854 91.2 803.91

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  8,855百万円 21年2月期  8,854百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年2月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
22年2月期 ― 0.00
22年2月期 

（予想）
― 6.00 6.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 7,550 0.5 50 ― 80 ― 60 ― 5.45
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4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４～５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記
載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財
務諸表】３．連結業績予想に関する定性的な情報をご参考ください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 11,041,277株 21年2月期  11,041,277株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  27,820株 21年2月期  27,320株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 11,013,700株 21年2月期第2四半期 11,015,500株
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  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の大型補正予算等の景気対策と、企業の在庫調整の進展や対

外経済環境の改善等により、景気の底打ちの兆しが見えてきたものの、雇用情勢は不透明で、依然として消費者の生活

防衛意識は高く、全国的に消費低迷が続いております。 

 食品業界におきましては、個人消費の鈍化が強まるなか、新型インフルエンザの流行等の影響による国内外食市場の

低迷に加え、食の安全に対する一層の取組み強化が求められ、経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような環境下、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事業活動を展開し、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。加工営業部門においては、新たなチャネルへの販売強

化を実施し、外食営業部門においては、「純カレー」等の新商品の販売を順調に伸ばすことができましたが、国内外食

市場の低迷と海外販売において不採算製品の整理を行ったことによる影響で、当第２四半期連結累計期間の売上高は、

前年同期を下回りました。一方、利益に関しましては、生産体制の再編等によるコストダウンと原材料調達コストの改

善、連結子会社 GABAN SPICE MANUFACTURING(M)SDN.BHD. における海外販売の収益性改善等により、売上原価の低減が

図れましたことから、営業損失は前年同期に比べ縮小し、経常利益は３期ぶりの黒字化を実現させました。また、当第

２四半期純損失は前年同期と比べ改善しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高 3,650百万円（前年同期比 2.4％減）、営

業損失 25百万円（前年同期は営業損失 295百万円）、経常利益６百万円（前年同期は経常損失 107百万円）、四半期

純損失３百万円（前年同期は四半期純損失 20百万円）となりました。  

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 178百万円減少し、9,534百万円と

なりました。これは主として、たな卸資産の適正在庫管理と債権管理の徹底により、たな卸資産が 75百万円減少し、

受取手形及び売掛金が 143百万円減少したことから、現金及び預金が 168百万円増加した影響と、減価償却等により固

定資産が 131百万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 179百万円減少し、678百万円となりました。これは主として、買掛

金が 65百万円減少したこと等によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１百万円増加し、8,855百万円となりました。これは主として利益

剰余金が 69百万円減少したことと、為替換算調整勘定の残高が△439百万円（前連結会計年度末は△507百万円）とな

ったこと等によるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比

べ 168百万円増加し、565百万円となりました。 

（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 264百万円（前年同期は 120百万円の使用）となりました。これは主に、売上債権の

減少額 145百万円、たな卸資産の減少額 88百万円等によるものです。 

（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 35百万円（前年同期は２百万円の使用）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 37百万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 66百万円（前年同期比 0.3％増）となりました。これは主に、配当金の支払額 65百

万円によるものです。  

   

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 通期の業績につきましては、引き続き原材料の動向や個人消費の回復の状況による影響など不透明な部分もございま

すが、平成22年２月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月８日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

にて以下の通り修正しております。  

 平成22年２月期通期の連結業績予想の修正（平成21年３月１日～平成22年２月28日） 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成21年７月10日発表）  
7,800 100 100 70 6 35 

今回修正予想（Ｂ） 7,550 50 80 60 5 45 

増減額（Ｂ－Ａ） △250 △50 △20 △10      － 

増減率（％） △3.2 △50.0 △20.0 △14.3 －      

前期（平成21年２月期）実績 7,510 △507 △442 △910 △82 66 

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号(平成19年3月14日))及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号(平成19年３月14日))を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）が適用されたことに伴い、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）により算定しております。 

 また、上記の会計基準の適用にあたって、従来は営業外費用に計上していた「たな卸資産廃棄損」を、第１四

半期連結会計期間より売上原価に含めております。 

 この変更に伴い、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業損失は 10,582千円増加しており

ます。また、当第２四半期連結累計期間の経常利益は 9,260千円減少し、税金等調整前四半期純損失は同額増加

しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17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。  

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

㈱ギャバン（2817）平成22年２月期 第２四半期決算短信

- 5 -



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 565,385 396,960

受取手形及び売掛金 1,533,027 1,676,492

商品及び製品 887,129 884,698

原材料及び貯蔵品 690,186 768,268

その他 45,907 43,149

貸倒引当金 △1,204 △1,944

流動資産合計 3,720,432 3,767,624

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,808,857 2,852,349

その他（純額） 1,618,333 1,677,325

有形固定資産合計 4,427,190 4,529,674

無形固定資産 280,900 310,203

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 114,594 114,096

貸倒引当金 △8,721 △8,856

投資その他の資産合計 1,105,872 1,105,240

固定資産合計 5,813,963 5,945,118

資産合計 9,534,396 9,712,743
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 323,068 388,266

未払法人税等 17,302 26,064

賞与引当金 51,211 53,657

その他 213,889 323,351

流動負債合計 605,472 791,340

固定負債   

繰延税金負債 5,463 1,795

退職給付引当金 52,537 50,149

その他 15,229 15,238

固定負債合計 73,230 67,183

負債合計 678,702 858,523

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 3,644,029 3,713,718

自己株式 △22,510 △22,233

株主資本合計 9,291,080 9,361,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,248 765

繰延ヘッジ損益 △1,813 9

為替換算調整勘定 △439,821 △507,602

評価・換算差額等合計 △435,386 △506,826

純資産合計 8,855,693 8,854,219

負債純資産合計 9,534,396 9,712,743
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 3,650,814

売上原価 2,735,454

売上総利益 915,359

販売費及び一般管理費 941,203

営業損失（△） △25,844

営業外収益  

受取利息 9,233

受取家賃 18,660

持分法による投資利益 2,270

その他 18,416

営業外収益合計 48,580

営業外費用  

為替差損 11,065

その他 5,261

営業外費用合計 16,326

経常利益 6,409

特別利益  

貸倒引当金戻入額 758

特別利益合計 758

税金等調整前四半期純利益 7,168

法人税、住民税及び事業税 10,867

法人税等調整額 △93

法人税等合計 10,773

四半期純損失（△） △3,605
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 7,168

減価償却費 203,860

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,445

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,387

貸倒引当金の増減額（△は減少） △874

受取利息及び受取配当金 △9,717

為替差損益（△は益） 13,042

持分法による投資損益（△は益） △2,270

売上債権の増減額（△は増加） 145,809

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,273

仕入債務の増減額（△は減少） △66,560

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,023

その他 △80,464

小計 259,184

利息及び配当金の受取額 18,223

法人税等の支払額 △19,829

法人税等の還付額 6,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,428

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 △37,977

有形固定資産の売却による収入 7,233

無形固定資産の取得による支出 △6,476

投資有価証券の取得による支出 △388

貸付けによる支出 △100,037

貸付金の回収による収入 100,158

その他 2,468

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,019

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 △277

配当金の支払額 △65,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,425

現金及び現金同等物の期首残高 396,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 565,385
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８月31日） 

 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。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８月31日） 

（注）１．地域は地理的近接度によって区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する地域は次のとおりであります。 

     東南アジア……マレーシア 

   ３. 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

 また、上記の会計基準の適用にあたって、従来は営業外費用に計上していた「たな卸資産廃棄損」を、第１

四半期連結会計期間より売上原価に含めております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、

「日本」で10,582千円減少しております。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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） 

  売上高            

(1)外部顧客に対する売上高  3,492,538  158,276  3,650,814  －  3,650,814

(2)セグメント間の内部売上高  1,180  331,607  332,788  (332,788)  －

  計  3,493,719  489,883  3,983,602  (332,788)  3,650,814

  営業利益又は営業損失(△)  91,706  51,477  143,184  (169,028)  △25,844

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       3,742,143  100.0

Ⅱ 売上原価       3,060,157  81.8

売上総利益       681,986  18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費       977,553  26.1

営業損失       295,567  △7.9

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  16,910           

２．賃貸収入  19,381           

３．持分法による投資利益  5,314           

４．為替差益  9,665           

５．デリバティブ評価益  128,844           

６．その他  30,372  210,488  5.6

Ⅴ 営業外費用                

１．賃貸費用  2,358           

２．たな卸資産廃棄損  13,351           

３．その他  6,444  22,154  0.6

経常損失       107,233  △2.9

Ⅵ 特別利益                

  固定資産売却益        118,504  3.2

税金等調整前中間純利益       11,270  0.3

法人税、住民税及び事業税  12,498           

法人税等調整額  18,935  31,434  0.8

中間純損失       20,163  △0.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前中間純利益  11,270

減価償却費  247,954

賞与引当金の増加額  2,457

退職給付引当金の減 
少額 

 △5,249

貸倒引当金の減少額  △11,453

受取利息及び受取配 
当金 

 △21,141

持分法による投資利益  △5,314

デリバティブ評価損益  △128,844

固定資産売却益  △118,504

為替差益  △9,363

売上債権の増加額  △341,289

たな卸資産の減少額  38,127

仕入債務の増加額  141,116

未払消費税等の減少額  △6,077

その他  68,352

小計  △137,959

利息及び配当金の受 
取額 

 28,848

法人税等の支払額  △21,981

法人税等の還付額  10,327

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △120,765
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

有形固定資産の取得 
による支出 

 △31,208

有形固定資産の売却 
による収入 

 210,717

無形固定資産の取得 
による支出 

 △61,700

無形固定資産の売却 
による収入 

 40,513

投資有価証券の取得 
による支出 

 △380

関係会社の清算によ 
る収入 

 23,992

貸付による支出  △200,399

貸付金の回収による 
収入 

 214

その他  15,933

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,317

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 

 △158

配当金の支払額  △66,043

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △66,201

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △5,292

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △194,576

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 493,899

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 299,322
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前中間連結会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年８月31日） 

     当社グループの売上高はそのすべてが加工食品製造事業であるため、事業の種類別セグメント情報は該当事項

    はありません。 

  

  

前中間連結会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年８月31日） 

 （注） １．地域は地理的近接度によって区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域は次のとおりであります。 

  東南アジア……マレーシア 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、183,255千円であり、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。 

  

  

前中間連結会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年８月31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。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,512,903  229,240  3,742,143  －  3,742,143

(2）セグメント間の内部売上高  1,606  387,380  388,987 (388,987)  －

計  3,514,510  616,620  4,131,130 (388,987)  3,742,143

営業費用  3,601,781  662,104  4,263,885 (226,175)  4,037,710

営業損失  87,271  45,484  132,755 (162,811)  295,567

〔海外売上高〕
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