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

23年2月期第2四半期 3,867 5.9 27 ― 50 694.2 41 ―
22年2月期第2四半期 3,650 ― △25 ― 6 ― △3 ―

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2四半期 3.80 ―
22年2月期第2四半期 △0.33 ―

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2四半期 9,758 8,960 91.8 813.62
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2四半期  8,960百万円 22年2月期  8,993百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,650 3.3 135 9.1 180 7.8 160 6.6 14.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※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
の変化により、予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、〔添付資料〕Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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2Q 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2Q  28,720株 22年2月期  27,920株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 11,013,014株 22年2月期2Q  11,013,700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、各種経済政策の効果により景気は回復基調にあるものの、雇用・

所得環境は引き続き厳しく、円高・株安の傾向が強まるなど、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 食品業界におきましては、一部の原材料が値上がりするなか、消費者の低価格志向と競争激化による販売価格の下落

が続いており、経営環境は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、外食営業部門において「ペッパー類」の販売が苦戦するも、「シナモン」や「サフラン」等の販売が好調

で前年同期を上回り、加工営業部門においては、新規ユーザーの獲得による「ペッパー類」の販売が対前年２ケタ増と

なったこと等により、売上高は前年同期を上回りました。また、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２四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、売上高の増加による寄与に加え、一部原材料の高騰による影響があるものの、生産コストの削

減と為替メリット等により、売上原価が改善されたため、営業利益、経常利益及び四半期純利益はほぼ予定通り計上し

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 3,867百万円（前年同期比 5.9％増）、営

業利益 27百万円（前年同期は営業損失 25百万円）、経常利益 50百万円（前年同期比 694.2％増）、四半期純利益 41

百万円（前年同期は四半期純損失３百万円）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 159百万円減少し、9,758百万円と

なりました。主な要因は、余剰資金の短期貸付金への貸出額が 200百万円、たな卸資産の増加額が 82百万円、現金及

び預金の減少額が 270百万円、受取手形及び売掛金の減少額が 55百万円、減価償却等による固定資産の減少額が 126

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 125百万円減少し、798百万円となりました。主な要因は買掛金の減

少額が 68百万円、その他の流動負債の減少額が 50百万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 33百万円減少し、8,960百万円となりました。これは主として利益

剰余金が 35百万円減少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 270百万円減少し、607百万円となりました。  

（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 83百万円（前年同期は 264百万円）となりました。これは主に、税金等調整前四半

期純利益 50百万円、減価償却費 192百万円、売上債権の減少額 54百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額 

84百万円、仕入債務の減少額 65百万円、その他 68百万円等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 277百万円（前年同期は 35百万円）となりました。これは主に、余剰資金の短期貸

付への貸出額が 200百万円、有形固定資産の取得による支出額が 73百万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 77百万円（前年同期は 66百万円）となりました。これは主に、配当金の支払額が 

77百万円等によるものです。  

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（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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 平成23年２月期の連結業績予想につきましては、平成22年７月13日の第１四半期決算短信発表時に公表いたしました

業績予想を変更しておりません。なお、第２四半期累計期間につきましては、本日（平成22年10月13日）公表の「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

  

  

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。 

  

  

 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

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 607,205 877,961

受取手形及び売掛金 1,622,670 1,677,853

商品及び製品 992,438 1,116,525

原材料及び貯蔵品 820,046 613,373

その他 241,752 28,263

貸倒引当金 △1,393 △1,132

流動資産合計 4,282,721 4,312,845

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,671,885 2,726,787

その他（純額） 1,506,509 1,547,137

有形固定資産合計 4,178,394 4,273,924

無形固定資産 220,143 250,990

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 85,680 89,153

貸倒引当金 △8,543 △8,900

投資その他の資産合計 1,077,136 1,080,253

固定資産合計 5,475,675 5,605,167

資産合計 9,758,396 9,918,013
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 398,579 467,139

未払法人税等 20,440 30,896

賞与引当金 60,981 57,443

その他 246,416 296,967

流動負債合計 726,417 852,447

固定負債   

繰延税金負債 1,809 3,061

退職給付引当金 55,734 54,388

その他 14,429 14,429

固定負債合計 71,974 71,879

負債合計 798,392 924,326

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 3,762,527 3,797,777

自己株式 △22,899 △22,554

株主資本合計 9,409,189 9,444,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,177 2,884

繰延ヘッジ損益 △11,272 △3,909

為替換算調整勘定 △439,090 △450,072

評価・換算差額等合計 △449,185 △451,097

純資産合計 8,960,004 8,993,687

負債純資産合計 9,758,396 9,918,013

㈱ギャバン（2817）平成23年２月期 第２四半期決算短信

- 5 -



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 3,650,814 3,867,079

売上原価 2,735,454 2,851,146

売上総利益 915,359 1,015,932

販売費及び一般管理費 941,203 988,225

営業利益又は営業損失（△） △25,844 27,707

営業外収益   

受取利息 9,233 6,235

受取家賃 18,660 17,181

持分法による投資利益 2,270 670

その他 18,416 25,428

営業外収益合計 48,580 49,516

営業外費用   

為替差損 11,065 19,403

その他 5,261 6,913

営業外費用合計 16,326 26,316

経常利益 6,409 50,907

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 50,907

法人税、住民税及び事業税 10,867 9,143

法人税等調整額 △93 △80

法人税等合計 10,773 9,063

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,605 41,843
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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 50,907

減価償却費 203,860 192,394

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,445 3,538

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,387 1,346

貸倒引当金の増減額（△は減少） △874 △95

受取利息及び受取配当金 △9,717 △6,838

為替差損益（△は益） 13,042 8,328

持分法による投資損益（△は益） △2,270 △670

売上債権の増減額（△は増加） 145,809 54,688

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,273 △84,682

仕入債務の増減額（△は減少） △66,560 △65,223

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,023 5,133

その他 △80,464 △68,540

小計 259,184 90,285

利息及び配当金の受取額 18,223 6,537

法人税等の支払額 △19,829 △19,450

法人税等の還付額 6,850 6,339

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,428 83,712

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 △73,609

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 △2,980

投資有価証券の取得による支出 △388 △396

貸付けによる支出 △100,037 △200,222

貸付金の回収による収入 100,158 －

その他 2,468 △627

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,019 △277,835

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 △345

配当金の支払額 △65,995 △77,113

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,272 △77,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,288 825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,425 △270,756

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 565,385 607,205
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 該当事項はありません。 

  

  

 前第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22年３月１日 至 平成22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。 

  

  

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22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  

  

前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22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

  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  3,609,701  257,377  3,867,079  －  3,867,079

(2)セグメント間の内部売上高  2,269  404,043  406,312 ( ) 406,312  －

  計  3,611,970  661,421  4,273,392 ( ) 406,312  3,867,079

  営業利益  176,797  36,418  213,215 ( ) 185,508  27,707

〔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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