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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年２月期第１四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年５月31日） 
（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        ％

24年２月期第１四半期 1,663 △9.4 △48   － △41   － △58   －
23年２月期第１四半期  1,836  7.2 △6   －    13   － 7    －

 

 
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

24年２月期第１四半期 △5.31 －
23年２月期第１四半期 0.69 －

 
（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

24年２月期第１四半期 9,788 8,970 91.6 814.66
23年２月期 9,874 9,060 91.8 822.81

(参考)自己資本 24年２月期第１四半期         8,970百万円 23年２月期        9,060百万円 

 
２．配当の状況 

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   
23年２月期 － 0.00 － 8.00 8.00   
24年２月期 －    

24年２月期(予想)  0.00 － 8.00 8.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有 

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

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 3,800 △1.7 △20   － 0   － △30    － △2.72
通  期 7,750  0.6 50 △55.1 100 △42.7 50 △74.0 4.54

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



 

  

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年２月期１Ｑ 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１Ｑ 29,495株 23年２月期 29,200株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年２月期１Ｑ 11,011,955株 23年２月期１Ｑ 11,013,357株

 
 

※四半期レピュー手続き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、その他の特記事項 

・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。なお、業績予想に関する事項については、本日（平成 23 年７月 13 日）公表の「業績予想及び配当予想
に関するお知らせ」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の回復や各種政策効果等によ

り、緩やかな回復の動きが見られましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及び震災に起因した原子力

発電所事故により大きな打撃を受けるにいたりました。  

  食品業界におきましても、震災等の影響により将来に対する不透明感が増し、雇用や所得への不安等による消費

者の生活防衛意識や低価格志向が一層高まる中、企業を取り巻く経営環境は大変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、当社の主なお客様である、外食産業やレジャー産業が震災等の影響による深刻な打撃を受けており、

外食営業部門、加工営業部門ともに売上高は前年を下回りました。海外においては、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売上高は前年を上回りました。これらの結果として、海外の販

売が好調なるも、国内販売の影響により、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期を下回りました。 

  利益に関しましては、売上高の減少に加え、一部原料の高騰により、営業損益、経常損益、四半期純損益ともに

悪化いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績といたしましては、売上高 1,663百万円（前年同期比 9.4％

減）、営業損失 48百万円（前年同期は６百万円）、経常損失 41百万円（前年同期は経常利益 13百万円）、四半

期純損失 58百万円（前年同期は四半期純利益７百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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総資産は、前連結会計年度末に比べ 86百万円減少し、9,788百万円となりまし

た。これは主としてたな卸資産の増加額 187百万円、余剰資金の短期貸付金（その他の流動資産）への貸出額 50

百万円、現金及び預金の減少額 201百万円、受取手形及び売掛金の減少額 125百万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３百万円増加し、817百万円となりました。これは主として賞与

引当金の増加額 45百万円、買掛金の増加額 13百万円、未払法人税等の減少額 17百万円、その他の流動負債の減

少額 38百万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 90百万円減少し、8,970百万円となりました。これは主として

利益剰余金の減少額 146百万円、為替換算調整勘定がマイナス 443百万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 201百万円減少し、630百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下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 31百万円（前年同期は５百万円）となりました。これは主として税金等調整前

四半期純損失が 53百万円、減価償却費が 89百万円、売上債権の減少額が 129百万円、賞与引当金の増加額 45百

万円となった一方、たな卸資産の増加額が 172百万円、未払消費税等の減少額が 19百万円、その他の減少額が41

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 98百万円（前年同期は 219百万円）となりました。これは主として有形固定資

産の取得による支出 42百万円、貸付けによる支出 50百万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 85百万円（前年同期は 75百万円）となりました。これは主として配当金の支払

額 85百万円によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災による当社及び当社顧客への被害を鑑み、連結業績予想を未定として

おりましたが、未公表でありました連結業績を以下の通り予想しております。 

  売上高に関しましては、平成23年３月、４月顧客需要低迷による売上高の減少及び、以後の需要回復状況を勘案

した結果、平成24年２月期の通期で、7,750百万円の売上高を予想しております。 

  利益面に関しましては、原料価格の上昇が進むなか、固定費削減による工場生産性の向上、及び物流費、販売及

び一般経費の効率的運用を図り、利益確保を推進してまいります。 

  その結果、営業利益 50百万円、経常利益 100百万円、当期純利益 50百万円を見込んでおります。 

  また、連結業績の予想は、本日、別途「平成24年２月期連結業績予想及び配当予想」においても開示しておりま

す。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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）および「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。 

 これによる損益への影響はありません。  

 ② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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）に基づく「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）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

２．その他の情報
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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１四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 630,717 831,938

受取手形及び売掛金 1,410,078 1,536,022

商品及び製品 1,143,389 1,052,082

原材料及び貯蔵品 788,054 691,533

繰延税金資産 49,720 50,899

その他 487,391 433,407

貸倒引当金 △710 △748

流動資産合計 4,508,642 4,595,134

固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,585,798 2,593,729

その他（純額） 1,448,164 1,421,009

有形固定資産合計 4,033,962 4,014,739

無形固定資産 174,036 188,300

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 80,441 85,701

貸倒引当金 △8,453 △8,944

投資その他の資産合計 1,071,987 1,076,756

固定資産合計 5,279,986 5,279,795

資産合計 9,788,629 9,874,930

㈱ギャバン（2817）平成24年２月期 第１四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 388,187 374,644

未払法人税等 11,614 28,839

賞与引当金 106,424 60,529

その他 237,312 275,903

流動負債合計 743,539 739,917

固定負債   

繰延税金負債 1,027 2,933

退職給付引当金 57,887 56,783

その他 15,366 14,429

固定負債合計 74,281 74,146

負債合計 817,820 814,064

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 3,766,372 3,912,920

自己株式 △23,284 △23,131

株主資本合計 9,412,649 9,559,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 207 2,933

繰延ヘッジ損益 1,718 －

為替換算調整勘定 △443,766 △501,418

評価・換算差額等合計 △441,841 △498,485

純資産合計 8,970,808 9,060,865

負債純資産合計 9,788,629 9,874,930
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（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22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

売上高 1,836,315 1,663,570

売上原価 1,361,877 1,216,849

売上総利益 474,437 446,721

販売費及び一般管理費 481,145 495,534

営業損失（△） △6,708 △48,813

営業外収益   

受取利息 2,926 1,576

受取家賃 8,590 8,606

投資有価証券割当益 4,666 －

持分法による投資利益 210 731

為替差益 349 －

その他 6,444 1,645

営業外収益合計 23,187 12,559

営業外費用   

賃貸費用 1,085 1,263

会員権評価損 － 1,175

為替差損 － 892

その他 2,221 1,781

営業外費用合計 3,307 5,112

経常利益又は経常損失（△） 13,171 △41,365

特別損失   

災害による損失 － 12,214

特別損失合計 － 12,214

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（△）

13,171 △53,579

法人税、住民税及び事業税 5,587 4,906

法人税等調整額 △40 △35

法人税等合計 5,546 4,871

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △58,451

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,624 △58,451
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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22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23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（△）

13,171 △53,579

減価償却費 94,396 89,685

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,892 45,895

退職給付引当金の増減額（△は減少） 898 1,104

貸倒引当金の増減額（△は減少） 158 △529

受取利息及び受取配当金 △3,026 △1,676

為替差損益（△は益） △3,214 △3,700

持分法による投資損益（△は益） △210 △731

売上債権の増減額（△は増加） 195,859 129,446

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,032 △172,077

仕入債務の増減額（△は減少） △90,389 11,504

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,512 △19,765

その他 △110,923 △41,036

小計 8,093 △15,459

利息及び配当金の受取額 5,696 2,414

法人税等の支払額 △19,099 △18,427

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,310 △31,472

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 △18,718 △42,738

無形固定資産の取得による支出 － △5,517

投資有価証券の取得による支出 △150 △150

貸付けによる支出 △200,101 △50,000

その他 △487 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △219,456 △98,406

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 － △153

配当金の支払額 △75,346 △85,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,346 △85,323

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,985 13,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △284,127 △201,220

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四半期末残高 593,834 630,717
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 該当事項はありません。 

  

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

 前第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。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

 前第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 

  

［海外売上高］ 

 前第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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  1,727,624  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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［セグメント情報］ 

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。 

 従って、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及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年５月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△85,786千円には、セグメント間取引消去△4,142千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△81,643千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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）1 

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２ 日本 東南アジア 計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,540,532  123,038  1,663,570  －  1,663,570

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 727  216,512  217,240  △217,240  －

計  1,541,260  339,550  1,880,810  △217,240  1,663,570

セグメント利益  35,072  1,901  36,973  △85,786  △48,813

（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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