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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24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 ％

25年2月期第2四半期 4,010 8.8 102 ― 127 620.9 121 ―
24年2月期第2四半期 3,685 △4.9 1 △96.0 17 △65.3 △15 ―

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 133百万円 （―％） 24年2月期第2四半期 1百万円 （―％）

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

25年2月期第2四半期 11.03 ―
24年2月期第2四半期 △1.38 ―

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

25年2月期第2四半期 9,871 9,056 91.7 822.51
24年2月期 9,782 9,010 92.1 818.35
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  9,056百万円 24年2月期  9,010百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年2月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年2月期 ― 0.00
25年2月期（予想） ― 8.00 8.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 7,980 5.9 160 1.0 205 0.8 175 36.0 15.89



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の２ページ【当四半期決算に関する定性的情報】
（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  無
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） 25年2月期2Q 11,041,277 株 24年2月期 11,041,277 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 30,593 株 24年2月期 30,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 11,010,726 株 24年2月期2Q 11,011,880 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、中国などの新興国の経済成長の減速、欧州債務危機による金融

市場の不安感の高まり、米国の景気回復への懸念や高い失業率の問題等を背景に、全体として回復の動きはみられ

ない状況が続いております。 

わが国経済は、海外経済の影響に加え、円高の長期化や電力供給不安、消費税引き上げ決定の動きなどから、

東日本大震災の復興需要等に支えられた国内景気の持ち直しの動きが一服した局面となっております。 

 食品業界におきましても、依然として食品原料価格が高い水準にあり、また、消費者の生活防衛意識や節約志向

が継続し、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。 

 売上高に関しましては、国内では外食営業部門において外食産業やレジャー産業が東日本大震災からの落ち込み

から回復し増収へ転じ、広域営業部門（前期加工営業部門）においては、大手需要家への販売が伸長し、前年同期

を上回りました。一方、海外では連結子会社において海外企業向け販売が好調で、売上高は前年同期を上回りまし

た。これらの結果、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、一部原材料価格の上昇が続いてはいるものの、売上高の増加に加え、販売費及び一般管理

費の削減により、収益性が向上し営業利益、経常利益、四半期純利益は、前年同期から大幅な改善を実現しまし

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89百万円増加し、9,871百万円

となりました。これは主として受取手形及び売掛金の増加額 140百万円、たな卸資産の増加額 192百万円、現金及

び預金の減少額 132百万円、有形固定資産の減少額92百万円、無形固定資産の減少額23百万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43百万円増加し、815百万円となりました。これは主として買掛

金の増加額24百万円、賞与引当金の増加額３百万円、その他の流動負債の増加額16百万円、退職給付引当金の増加

額７百万円、未払法人税等の減少額８百万円によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し、9,056百万円となりました。これは主として

利益剰余金の増加額33百万円、為替換算調整勘定（借方残高）が12百万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 

132百万円減少し、766百万円となりました。 

 当第２四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４百万円）となりました。これは主として税金等調整前四

半期純利益 129百万円、減価償却費 175百万円、仕入債務の増加額23百万円、利息及び配当金の受取額10百万円、

退職給付引当金の増加額７百万円による資金の増加と、売上債権の増加額 139百万円、たな卸資産の増加額 190百

万円、法人税等の支払額19百万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42百万円（前年同期は 212百万円）となりました。これは主として有形固定資産

の売却による収入12百万円、有形固定資産の取得による支出49百万円、無形固定資産の取得による支出３百万円に

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88百万円）となりました。これは主として配当金の支払額

88百万円によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年２月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月11日の決算短信で公表した業績予想に変更はあり

ません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂 

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 899,126 766,569

受取手形及び売掛金 1,500,452 1,640,626

商品及び製品 1,117,359 1,140,779

原材料及び貯蔵品 705,728 874,593

繰延税金資産 67,300 68,307

その他 478,683 489,710

貸倒引当金 △368 △394

流動資産合計 4,768,283 4,980,193

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,495,958 2,444,440

その他（純額） 1,328,175 1,287,603

有形固定資産合計 3,824,134 3,732,043

無形固定資産 117,554 94,323

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 81,660 74,095

貸倒引当金 △8,791 △8,790

投資その他の資産合計 1,072,868 1,065,305

固定資産合計 5,014,557 4,891,672

資産合計 9,782,840 9,871,865
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 382,815 407,224

未払法人税等 29,651 21,217

賞与引当金 60,757 64,645

その他 222,570 239,304

流動負債合計 695,795 732,391

固定負債   

繰延税金負債 1,948 1,208

退職給付引当金 59,230 66,730

その他 15,175 15,128

固定負債合計 76,354 83,066

負債合計 772,150 815,458

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 3,953,540 3,986,877

自己株式 △23,805 △23,868

株主資本合計 9,599,297 9,632,571

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,705 880

繰延ヘッジ損益 － 593

為替換算調整勘定 △590,311 △577,637

その他の包括利益累計額合計 △588,606 △576,163

純資産合計 9,010,690 9,056,407

負債純資産合計 9,782,840 9,871,865
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 3,685,333 4,010,973

売上原価 2,693,625 2,985,016

売上総利益 991,708 1,025,956

販売費及び一般管理費 990,590 923,449

営業利益 1,117 102,506

営業外収益   

受取利息 2,729 2,551

受取家賃 17,816 17,724

持分法による投資利益 1,667 1,899

為替差益 － 2,185

その他 8,750 10,562

営業外収益合計 30,963 34,922

営業外費用   

賃貸費用 3,362 3,175

たな卸資産廃棄損 － 2,857

為替差損 8,186 －

その他 2,888 4,203

営業外費用合計 14,437 10,235

経常利益 17,643 127,193

特別利益   

固定資産売却益 － 2,670

特別利益合計 － 2,670

特別損失   

固定資産除却損 11,407 －

災害による損失 12,214 －

特別損失合計 23,621 －

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（△）

△5,978 129,864

法人税、住民税及び事業税 9,261 9,965

法人税等調整額 △71 △1,524

法人税等合計 9,190 8,441

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△15,168 121,423

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,168 121,423
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△15,168 121,423

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,855 △824

繰延ヘッジ損益 △2,315 593

為替換算調整勘定 22,694 12,673

その他の包括利益合計 16,524 12,442

四半期包括利益 1,355 133,865

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,355 133,865

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△5,978 129,864

減価償却費 183,226 175,438

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,990 3,887

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,569 7,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △810 25

受取利息及び受取配当金 △3,141 △3,151

為替差損益（△は益） 3,837 2,606

持分法による投資損益（△は益） △1,667 △1,899

固定資産売却損益（△は益） － △2,670

固定資産除却損 11,407 －

売上債権の増減額（△は増加） △125,464 △139,120

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,417 △190,438

仕入債務の増減額（△は減少） 33,829 23,994

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,349 5,723

その他 △17,030 △8,859

小計 9,001 2,900

利息及び配当金の受取額 3,138 10,408

法人税等の支払額 △18,876 △19,447

法人税等の還付額 2,349 660

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,387 △5,479

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 △155,584 △49,909

有形固定資産の売却による収入 － 12,000

無形固定資産の取得による支出 △6,015 △3,405

投資有価証券の取得による支出 △405 △413

貸付けによる支出 △50,000 －

その他 △976 △604

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,981 △42,331

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 △63

配当金の支払額 △88,159 △88,002

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,312 △88,065

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,682 3,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300,998 △132,556

現金及び現金同等物の期首残高 831,938 899,126

現金及び現金同等物の四半期末残高 530,940 766,569
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該当事項はありません。 

   

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23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△179,285千円には、セグメント間取引消去△9,260千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△170,024千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利益と調整を行っております。 

   

 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△168,415千円には、セグメント間取引消去2,473千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△170,889千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利益と調整を行っております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （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  3,386,888  298,445  3,685,333  －  3,685,333

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,427  518,429  520,857  △520,857  －

計  3,389,315  816,875  4,206,191  △520,857  3,685,333

セグメント利益  129,686  50,717  180,403  △179,285  1,117

  （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  3,668,443  342,529  4,010,973  －  4,010,973

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,617  547,864  550,482  △550,482  －

計  3,671,061  890,394  4,561,455  △550,482  4,010,973

セグメント利益  240,779  30,143  270,922  △168,415  102,506

㈱ギャバン（2817）平成25年２月期 第２四半期決算短信

- 9 -


	決算短信（サマリー）_20121003.pdf
	決算短信（本文）_20121003.pdf

