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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 1,836 7.2 △6 ― 13 ― 7 ―
22年2月期第1四半期 1,712 △6.4 △65 ― △36 ― △41 ―

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

23年2月期第1四半期 0.69 ―
22年2月期第1四半期 △3.79 ―

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

23年2月期第1四半期 9,778 8,996 92.0 816.87
22年2月期 9,918 8,993 90.7 816.62

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  8,996百万円 22年2月期  8,993百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,700 1.3 30 ― 40 524.1 30 ― 2.72

通期 7,650 3.3 135 9.1 180 7.8 160 6.6 14.52
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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、３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） 

(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 
 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３ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 11,041,277株 22年2月期  11,041,277株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  27,920株 22年2月期  27,920株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 11,013,357株 22年2月期第1四半期 11,013,857株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の改善や一連の景気対策効果等によ

り、回復基調にあるものの、企業の収益水準の回復や設備投資への意欲は低調なままで、個人消費についても所得・雇

用環境の停滞により伸び悩み、景気の回復が実感できない不透明な状況で推移しました。 

 食品業界におきましては、デフレによる物価の下落が続く中、雇用や所得への不安により消費者の生活防衛意識や低

価格志向の一層の高まりと、競争激化による更なる販売価格の下落により企業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況が

続きました。 

 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企業活動を展開し、国内および

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。 

 国内では外食市場が低迷する中、外食営業部門における「基幹スパイス類」が好調であったことに加え、３月に発売

した「ケイジャンシーズニング」等の販売が順調であり、加工営業部門における新規ユーザーの獲得および味の素グル

ープ企業等への原料供給が堅調であることにより、売上高は前年同期を上回りました。海外においても、連結子会社に

おける日系海外企業向け販売およびマレーシア国内の販売が好調であったことから、当第１四半期連結累計期間の売上

高は、前年同期を上回りました。 

 利益に関しましては、売上高の増加に加え、為替の影響等による原料調達コストの改善により、売上原価の低減が図

れたことから、営業損失が前年同期に比べ縮小し、経常利益及び四半期純利益を計上しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高 1,836百万円（前年同期比 7.2％増）、営

業損失６百万円（前年同期は 65百万円）、経常利益 13百万円（前年同期は経常損失 36百万円）、四半期純利益７百

万円（前年同期は四半期純損失 41百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

  当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 139百万円減少し、9,778百万円とな

りました。主な要因は原材料及び貯蔵品の増加額 223百万円、その他流動資産の増加額 206百万円、現金及び預金の減

少額 284百万円、受取手形及び売掛金の減少額 192百万円、商品及び製品の減少額 68百万円等によるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 142百万円減少し、782百万円となりました。主な要因は賞与引当金

の増加額 43百万円、買掛金の減少額 87百万円、その他流動負債の減少額 76百万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２百万円増加し、8,996百万円となりました。これは主として利益

剰余金の減少 69百万円、為替換算調整勘定が△377百万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１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より 284

百万円減少し、593百万円となりました。  

 当第１四半期連結累計期間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５百万円（前年同期は 197百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益が 13百万円、減価償却費が 94百万円、売上債権の減少額が 195百万円となった一方、たな卸資産の増加

額が 136百万円、仕入債務の減少額が 90百万円となったこと等によるものです。  

（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 219百万円（前年同期は６百万円）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 18百万円、貸付けによる支出 200百万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 75百万円（前年同期は 59百万円）となりました。これは、配当金の支払額 75百万

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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 今後の国内外の景気動向につきましては、企業収益にも改善傾向が見られ、緩やかな回復基調ではありますが、依然

として低迷する雇用情勢の長期化が懸念される等、楽観できない状況が続くものと予想されます。 

 第２四半期連結累計期間および通期業績予想につきましては、平成22年４月14日の決算短信発表時の予想に変更はあ

りません。 

  

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１四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。 

④ たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に際しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 593,834 877,961

受取手形及び売掛金 1,485,744 1,677,853

商品及び製品 1,047,561 1,116,525

原材料及び貯蔵品 836,598 613,373

その他 234,666 28,263

貸倒引当金 △1,291 △1,132

流動資産合計 4,197,113 4,312,845

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,717,450 2,726,787

その他（純額） 1,547,302 1,547,137

有形固定資産合計 4,264,753 4,273,924

無形固定資産 237,247 250,990

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 88,432 89,153

貸倒引当金 △8,899 △8,900

投資その他の資産合計 1,079,533 1,080,253

固定資産合計 5,581,534 5,605,167

資産合計 9,778,648 9,918,013
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 379,466 467,139

未払法人税等 8,817 30,896

賞与引当金 101,335 57,443

その他 220,483 296,967

流動負債合計 710,103 852,447

固定負債   

繰延税金負債 2,334 3,061

退職給付引当金 55,286 54,388

その他 14,429 14,429

固定負債合計 72,050 71,879

負債合計 782,154 924,326

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 3,728,308 3,797,777

自己株式 △22,554 △22,554

株主資本合計 9,375,315 9,444,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,884 2,884

繰延ヘッジ損益 △2,882 △3,909

為替換算調整勘定 △377,823 △450,072

評価・換算差額等合計 △378,821 △451,097

純資産合計 8,996,493 8,993,687

負債純資産合計 9,778,648 9,918,013

㈱ギャバン（2817）平成23年２月期 第１四半期決算短信

- 6 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,712,420 1,836,315

売上原価 1,310,984 1,361,877

売上総利益 401,436 474,437

販売費及び一般管理費 466,985 481,145

営業損失（△） △65,549 △6,708

営業外収益   

受取利息 4,861 2,926

受取家賃 9,332 8,590

投資有価証券割当益 － 4,666

持分法による投資利益 937 210

為替差益 7,077 349

その他 10,304 6,444

営業外収益合計 32,513 23,187

営業外費用   

賃貸費用 1,179 1,085

固定資産除却損 992 －

その他 878 2,221

営業外費用合計 3,050 3,307

経常利益又は経常損失（△） △36,086 13,171

特別利益   

貸倒引当金戻入額 714 －

特別利益合計 714 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△35,372 13,171

法人税、住民税及び事業税 6,382 5,587

法人税等調整額 △46 △40

法人税等合計 6,335 5,546

四半期純利益又は四半期純損失（△） △41,708 7,624
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△35,372 13,171

減価償却費 101,081 94,396

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,674 43,892

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,328 898

貸倒引当金の増減額（△は減少） △830 158

受取利息及び受取配当金 △4,941 △3,026

為替差損益（△は益） 1,036 △3,214

持分法による投資損益（△は益） △937 △210

売上債権の増減額（△は増加） 75,124 195,859

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,678 △136,032

仕入債務の増減額（△は減少） 46,539 △90,389

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,457 3,512

その他 △48,812 △110,923

小計 207,113 8,093

利息及び配当金の受取額 9,793 5,696

法人税等の支払額 △19,743 △19,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,163 △5,310

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 △3,619 △18,718

有形固定資産の売却による収入 233 －

無形固定資産の取得による支出 △6,045 －

投資有価証券の取得による支出 △149 △150

貸付けによる支出 △100,036 △200,101

貸付金の回収による収入 100,100 －

その他 2,688 △487

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,828 △219,456

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 △107 －

配当金の支払額 △59,320 △75,346

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,427 △75,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,820 15,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,728 △284,127

現金及び現金同等物の期首残高 396,960 877,961

現金及び現金同等物の四半期末残高 533,688 593,834
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  該当事項はありません。  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５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１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５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 

   前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第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。 

 この変更に伴い、従来は営業外費用に計上していた「たな卸資産廃棄損」を、売上原価に含めておりま

す。これにより、営業利益が、日本で17,961千円減少しております。 

  

（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  1,638,185  74,234  1,712,420  －  1,712,420

(2)セグメント間の内部売上高  416  127,886  128,303  (128,303)  －

  計  1,638,602  202,121  1,840,723  (128,303)  1,712,420

  営業利益又は営業損失(△)  3,716  51,904  55,620  (121,170)  △65,549

  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  1,727,624  108,690  1,836,315  －  1,836,315

(2)セグメント間の内部売上高  776  188,214  188,991  (188,991)  －

  計  1,728,401  296,905  2,025,306  (188,991)  1,836,315

  営業利益又は営業損失(△)  67,192  18,347  85,539  (92,247)  △6,708
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５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。 

   

〔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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