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平成１8年８月期       中間決算短信（非連結）     平成 18 年４月 14日 
 

会社名    株式会社シベール              上場取引所      ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ２２２８                  本社所在都道府県   山形県 

( URL http://cybele.co.jp/ ) 

代表者     代表取締役社長 熊谷 眞一 

問い合わせ先  専 務 取 締 役 佐島 清人         ＴＥＬ（０２３）６８９－１１３１ 

 

決算取締役会開催日  平成 18年４月 14日         中間配当制度の有無    有 

中間配当支払開始日  平成－年－月－日         単元株制度採用の有無   無 

 
 
１．平成 18 年２月中間期の業績（平成 17 年９月１日～平成 18 年２月 28 日） 

 (1) 経営成績                                （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年２月中間期 1,896 (4.3) 194 (△29.1) 184 (△29.4)
17 年２月中間期 1,818 (10.3) 274 (18.0) 260 (9.8)
17 年８月期 3,865 585 541 

 
 

中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

１株当たり中間（当期）純利益  
 百万円 ％ 円  銭 円 銭

18 年２月中間期 93 (158.1)           5,162  26               5,150  20 
17 年２月中間期 36 (△71.8)           9,279  27 －
17 年８月期 200          12,743  13               12,666  09 

（注）①持分法投資損益 平成 18年２月中間期－百万円 平成 17年２月中間期－百万円  平成 17 年８月期－百万円 

   ②期中平均株式数 平成 18年２月中間期 18,018 株 平成 17年２月中間期 3,884 株 平成 17 年８月期 15,734 株 

   ③会計処理の方法の変更    無 

   ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
 (2) 配当状況 

１株当たり １株当たり  

中間配当金 年間配当金 
 円 銭 円 銭

18 年２月中間期 0  00   -------  
17 年２月中間期 0  00   -------  

17 年８月期 -------   2,500  00 
  
 (3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本  

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18 年２月中間期 5,418 2,252 41.6 124,890  21  
17 年２月中間期 4,348 1,452 33.4 374,058  49  
17 年８月期 4,992 2,199 44.0 122,470  96  

①期末発行済株式数 平成 18年２月中間期 18,036 株 平成 17年２月中間期 3,884 株  平成 17 年８月期 17,956 株  

②期末自己株式数  平成 18年２月中間期－株 平成 17年２月中間期－株  平成 17 年８月期－株  

 (4) キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー  

投資活動による 

キャッシュ・フロー  

財務活動による 

キャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年２月中間期 197 △561 359 924
17 年２月中間期 311 △315 △210 412
17 年８月期 679 △561 183 928

  
２．平成 18 年８月期の業績予想（平成 17 年９月１日～平成 18 年８月 31 日） 

１株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭  円 銭 

通 期 4,277 544 302 3,000  00   3,000  00  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）16,759円 20銭 

（注）平成 18年２月期発行済株式数（18,036株）により算出しております。 
※ 上記業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不

確定要素が内在しておりますので、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。
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１．企業集団の状況 

当社企業グループは、親会社である株式会社シベールと子会社 1社、株式会社価値創造により構成

されており、ラスク、その他焼菓子等、洋生菓子、及びパンの製造販売及び飲食等の事業を合わせて

営んでおります。 

事業内容と各社の当該事業に係る位置付けは、次の通りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係会社の状況 

名称 住所 資本金 主要な事業の

内容 

議決権

の所有

割合 

関係内容 

株式会社価

値創造 

東京都港区南青

山五丁目 6番 3号 

20百万円 食品の販売等 100％ 当社より仕入れた商品

を一般顧客に販売。 

（注） ㈱価値創造は、平成 18年１月 20日に設立した子会社であります。なお、同社は当中間期に

おいては重要性が乏しいため非連結子会社としております。 

 

２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社企業グループは、「日本の食卓の情景、ゆかしい贈り物の風習を豊かで創造的で幸福感に満ちた

ものにする。そして私たちも仕合わせになる。」ことを理念としております。当理念に基づき、地域社

会や、マーケットに、そしてお客様になくてはならない存在となり、利益を計上し、税金を納め、雇

用を創出し、教育をし、待遇の改善を図っていくことを基本的な使命としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益配分が、企業経営の観点から極めて重要と考えており、長期的な観点に

立って、株主資本の充実と株主資本当期純利益率の向上を図りながら、配当金額を安定的に増加させ

ていく所存であります。また、成長に備えた設備投資のための内部留保も配当同様に重視し、総合的

な観点から配当を決定して参ります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針 

当社では、株主数の増大並びに当社株式の流通の活性化を図ることは資本政策上の重要課題と認識

しております。投資単位の引下げにつきましては、株式市場の趨勢、当社株式の流通性、投資単位当

たりの金額の水準等を勘案し、積極的に検討して参ります。現時点におきましては、実施方法、実施

時期など未定であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社企業グループは、経常利益の増大及び売上高経常利益率の向上を経営指標として重視しており

ます。売上高経常利益率につきましては 15％を目処にしております。また、事業を拡大しながら、資

産のスリム化及び有利子負債比率の減少に努め、株主資本利益率の向上を図ることは経営の重要課題

と位置づけております。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

当社企業グループは、ラスク、その他焼菓子等、洋生菓子、パンの製造販売及び飲食店業を営んで

おります。販売方法は、当社企業グループによる店舗と通信販売に大別され、また、一部は他社に販

売を委託しております。 

製造機能を持った有人店舗において、お客様との直接交流で培った製品群の中から、通信販売に適

した商品を厳選し、インターネット等を通じて全国に販売を行なうのが当社企業グループのビジネス

焼菓子等の販売 ラスク、その他焼菓子等、

洋生菓子、及びパンの製

造販売及び飲食等の提供

株式会社シベール 子会社 

株式会社価値創造 

一般顧客及び法人顧客 

焼菓子等の供給 
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モデルであります。 

実店舗事業は、ケーキ、洋焼菓子、パン、喫茶・レストランといった多様な商品を多様な店舗形態

で限定した地域に展開する事業であり、当社企業グループでは、ＭＩＳ（Market Intelligence System）

事業と呼んでおります。ＭＩＳ事業では、中心に生ケーキの工場を併設した大型店舗を置き、当該地

域における店舗イメージを高める戦略をとっております。一方の通信販売事業は、基本的に無店舗で、

全国のお客様にラスク等の限定商品を通信販売する事業であり、当社企業グループでは、ＰＩＳ

（Personal Intelligence System）事業と呼んでおります。この二つのビジネスモデルの補完相乗一

体による成長が、当社の経営基本戦略であります。 

大量生産を行ないながらも、手作業を残し、本物の美味しさを追及する製販一体の企業グループと

して、「日本の食卓の情景、ゆかしい贈り物の風習を豊かで創造的で幸福感に満ちたもの」にするため、

商品開発及び販売方法の研鑽に努め、着実な成長を遂げて参ります。 

 

（６）対処すべき課題 

我が国の菓子を含めた食品市場は、全体においては、人口の減少等により今後縮小することが予想

されております。また、人口構成が高齢化することから、市場で好まれる中心的な嗜好も変化すると

思われます。 

こうした環境下においても、独自の商品開発及び販売方法・サービスによって今後も成長し続け、

株主及び社会に還元していくことが当社の課題であります。 
 

①ＰＩＳ事業における商品開発と販売方法の開発・強化 

主力のラスクの商品力は、定番のプレーンをより美味しくするとともに期間限定のフレーバーを

随時発売することで、商品力を高めて参ります。 

ＰＩＳ事業の販売方法に関しましては、インターネットによる受注の強化の他、通信販売対象商

品のみを扱った小規模店舗をアンテナショップとしてお客様の多い大都市圏のデパ地下等に出店し

て参ります。 
 

②ＭＩＳ事業における店舗開発 

ＭＩＳ事業の店舗開発につきましては、当面、商圏の大きい仙台地区に新規出店を行なって参りま

す。店舗形態は、洋菓子の販売にパンの製造販売及び飲食の併設を標準としております。仙台地区

の販売増大を見越して、平成 18年２月に「荒巻ファクトリー」を閉鎖、新洋菓子工場「シベールフ

ァクトリーテラス」を宮城県柴田郡川崎町に新設し、稼動を開始致しました。 

仙台地区以外の出店地域は、今後の検討課題としております。 
 

③人材の育成 

当社の生産工程の特徴は、機械化による大量生産方式に組織化した社員の手作業を融合させている

ところにあります。また、店舗運営におきましては、マニュアルの画一的なサービスを超えた人間的

な暖かみのあるサービスを目指しております。人材の育成が当社にとって最重要課題であり、積極的

な採用と社員教育によって人材育成を図って参る所存です。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

（ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ） 

当社企業グループでは、会社に求められる社会的要請とは、株主から得た資本と社会的資源を適正

に利用することで企業価値を高め、その結果得られる利潤を株主及び社会に還元することと考えてお

ります。当社企業グループでは、コーポレート・ガバナンスを経営の重要課題と位置づけており、全

てのステークホルダーに対して適宜適切な情報開示を行なうことで、透明な経営を推し進めて参りま

す。 
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（ コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 ） 
 
a． 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体
制の状況 

（会社の機関及び内部統制図） 

 

 

①会社の機関の内容 

当社は、監査役制度会社であります。当社の監査役は、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名の

計３名であり、毎月、監査役協議会を開催し、取締役の職務遂行等について監査を行なっておりま

す。なお、非常勤監査役は、いずれも当社とは関係の無い社外から選任されております。 

取締役会は 10名で構成され、うち３名が社外取締役であります。取締役会は、毎月開催の定例取

締役会の他、必要に応じて随時開催しており、付議事項の審議及び重要事項の報告がなされ、出席

した取締役及び監査役によって建設的な意見交換が行なわれております。 
 

②内部統制システムの整備の状況 

当社では、諸規程等に基づき、部署及び職位毎に業務権限と責任が明確にされております。また、

取締役の会社経営に対しては監査役監査が、各部署の日常の業務遂行状況については内部監査が適

宜実施されており、法律及び当社諸規程並びにマニュアルに則った運用状況と内部牽制が担保され

ております。 
 

③リスク管理体制の整備の状況 

当社の経営に内在するリスクにつきましては、経営企画室が中心となって分析、評価しており、

対応策を経営計画に反映させております。 

法律に関するリスクに備え、弁護士法人武田法律事務所と法律顧問契約を締結することによって、

法律問題に関し助言と指導が得られる体制をとっております。 
 

④内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として、全ての部門の業務全般について、その方針と

手続きが、会社の経営方針及び業務分掌、職務権限等社内諸規程やコンプライアンスに照らして妥

当かどうかという観点から、内部監査を継続的に実施しております。内部監査で問題点が発見され

た場合は、被監査部門に勧告等を行ない、その後、改善状況等の確認監査を随時実施し、代表取締

役社長に報告しております。 

監査役は、議事録、稟議書、契約書、取引記録等の書類の査閲を行なうとともに、関係者へのヒ

アリング、監査法人による監査への立会、実地調査等の方法により監査を実施しております。また、

内部監査室及び監査法人と緊密な連携を保つため、内部監査及び実地棚卸に立ち会うなど、監査の

有効性、効率性を高めております。 

会計監査につきましては、中央青山監査法人と締結した監査契約に基づき会計監査を受けており

ます。 

株 主 総 会 

監
査
法
人 

監
査
役
協
議
会
（
常
勤
１
名
、
非
常
勤
２
名
）

代 表 取 締 役 社 長 

内部監査室 各部署 

取締役会（取締役 10 名、うち社外取締役３名） 

選任・解任 

選任・解任 

選任・解任 

報告 

報告 

内部監査 

統制 

監査役監査 

会計監査 

相談 

顧
問
弁
護
士 
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⑤役員報酬の内容 

当中間期において当社が支払った役員報酬は以下の通りであります。 

取締役 監査役  

支給人員 支給額 支給人員 支給額 

取締役及び監査役に支払った報酬 

（内、社外取締役又は非常勤監査役） 

11名

（３名）

41,550千円

（1,350千円）

３名 

（２名） 

2,400千円

（900千円）

利益処分による賞与 － － －  － 
 

⑥監査報酬の内容 

監査報酬の区分 報酬額 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 5,500千円

上記以外の報酬 － 

 

b． 会社と会社の社外取締役及び非常勤監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
の概要 

当社と当社の社外取締役及び非常勤監査役との間には、人的関係及び資本的関係はありません。 

当社は、社外取締役工藤裕史氏が代表取締役を務めている田宮印刷株式会社に以前より印刷物の

一部を継続的に発注しており、当中間期においても田宮印刷株式会社と 18,382千円の取引がありま

す。当該取引は、商法第 265条に規定する利益相反取引として、取締役会の承認及び取引後は重要

な事実として取締役会への報告を行なっております。 
 

c． 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 
当中間期において、取締役会は９回開催しております。 

また、当中間期においては監査役協議会を５回開催しております。 

 

（８）親会社等に関する事項 

   当社は親会社等を有していないため、該当事項はありません。 

 

（９）内部管理体制の整備・運用状況 

a． 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体
制の整備の状況 

当社の内部牽制組織には、代表取締役社長直属の独立した組織として内部監査室があります。内

部監査室は、全ての業務活動が、定められた諸方策・諸規程に基づき適正かつ合理的に遂行され、

諸管理方式、諸規定が、経営目的達成に適正かつ効率的に機能しているかを検証、評定し、業務改

善及び効率の向上を目的とした助言、勧告を行なっております。 

また、当社では管理部（人事総務課、経理課、財務課）が、業務部門であるＰＩＳ事業部及び山

形ＭＩＳ事業部並びに仙台ＭＩＳ事業部を管理・統制しております。さらに、独立した組織として

経営企画室があり、全部門の計数管理を行なっております。 
 
b． 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

当社では、平成 17 年４月にインサイダー取引防止のための規程を制定し、平成 17 年７月より同

規程を運用しております。 

 

（10）その他、会社の経営上の重要な事項 

記載すべき事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 (１) 経営成績 

a． 当中間期の全般的概況 
当中間期に於ける我が国経済は、着実に回復を続け、雇用と賃金の改善を反映して、雇用者所得も

緩やかに増加し、個人消費も漸く底堅く推移するようになりました。しかしながら、当社企業グルー

プの売上高の約半分が依存している東北地方を初めとして、各地を襲った「平成 18年豪雪」によって、

各企業は、その提供する商品・サービスの内容によって大きな影響を受けました。 

このような環境の下、当社では、次のような施策をとって参りました。 

先ず、ＰＩＳ事業におきましては、平成 17年 9月に２店めの通販商品のアンテナショップとして、

麦工房大阪店を開設し、商品面では、平成 17年 11月には新商品「ラスクフランス【ブルーベリー】」

を発売致しました。 

次にＭＩＳ事業におきましては、引き続き仙台地区のパン未導入店の改装を進め、平成 17年９月の

河原町店、平成 17年 10月には明石台店を改装し、それぞれ「シベールの杜」に店舗名を改称し、焼

きたてパンの提供を開始致しました。また、「シベールの杜 支倉」として整備を進めて参りました宮

城県柴田郡川崎町の社有地は、平成 17年 11月に「そば山彼方 支倉」を開設して一部オープンし、平

成 18年２月には新洋菓子工場が稼動、更に当中間期の翌３月には工場併設の店舗「ファクトリーテラ

ス」もオープン、全体の名称を「シベール ハーツランド」と変更してグランドオープンしております。 

これらの施策の結果、当中間期の当社企業グループの売上高は 1,896 百万円を計上し、前中間期に

比べ 4.3％の増収とすることができました。 

一方、利益面では、クリスマス・お歳暮の重なる繁忙期で利益貢献度も高い 12 月の店舗販売が、「平

成 18 年豪雪」の影響で減少したことや BtoB 取引の拡大に伴なう売上原価の上昇及び一般管理費の増

加で、経常利益は、前中間期に比べ 29.4％減の 184 百万円となりました。なお、中間純利益は 93 百

万円となり、前中間期に比べ 158.1％増の大幅増益となりました。これは、前中間期に「固定資産の

減損に係る会計基準」を早期適用し、188 百万円の特別損失を計上していたためであります。 
 
b．各部門別の概況 

部門別の売上高につきましては、次の通りであります。            （単位：千円） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前期比 
事業部門別 品目 

売上高 売上高  (％) 
ラスク 840,092 899,988 107.1 
その他焼菓子等 115,073 102,305 88.9 

ＰＩＳ 
事業部門 

計 955,165 1,002,293 104.9 
洋生菓子 281,727 252,833 89.7 
ラスク 140,454 142,175 101.2 
その他焼菓子等 194,477 194,300 99.9 
パン 125,458 168,091 134.0 
料飲 121,669 136,984 112.6 

ＭＩＳ 
事業部門 

計 863,786 894,383 103.5 

合計 1,818,952 1,896,676 104.3 
 

①ＰＩＳ事業部門 

当中間期では平成 17 年９月に大阪市北区に麦工房大阪店を開設したことが大きく寄与し、売上高

は 1,002,293 千円と、前中間期比 104.9％とすることができました。 
 

②ＭＩＳ事業部門 

既存店が当中間期に２店舗で改装を行なったこと等を受け大きく伸長し、売上高は 894,383 千円

と前中間期比 103.5％とすることができました。 

 

（２）財政状態 

当中間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、前事業年度末に比べ 4,817

千円減少し、924,104千円となりました。 

当中間会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通りであります。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、197,262千円（前年同期は 311,193千円）となりました。これは、

主に税引前中間純利益 180,253 千円の計上、減価償却費 123,713 千円の計上があった一方で、法人税

等の支払額 165,112千円があったことによるものであります。 
 
（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、561,794千円（前年同期は 315,798千円）となりました。これは、

主に工場の増設・移転に伴なう有形固定資産の取得による支出 504,371千円によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、359,714千円（前年同期は 210,387千円の支出）となりました。こ

れは、コミット型シンジケートローンの借入による収入 624,000 千円に対し、長期借入金の返済によ

る支出 223,786千円及び配当金の支払 44,539千円を行なったことによるものであります。 
 

主要財務指標のトレンドは次の通りであります。 

  17年８月期 18年８月期

 
15年８月期 16年８月期

中間 期末 中間 

株主資本比率 25.0％ 32.1％ 33.4％ 44.0％ 41.6％ 

時価ベースの自己資本比率 －％ －％ －％ 122.3％ 99.5％ 

債務償還年数 3.9年 8.2年 3.7年 3.1年 6.4年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.9倍 8.5倍 17.2倍 19.5倍 11.4倍 

（注）自己資本比率＝自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産 

   債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ①株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

   ②有利子負債は長期借入金（１年以内返済予定分を含む）及び社債の合計であります。 

   ③営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」

を使用しております。 

   ④利払いはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

   ⑤債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしてお

ります。 

   ⑥平成 15年８月期及び平成 16年８月期並びに平成 17年２月中間期は、期末日現在未上場であった

ため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 
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４．中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

    

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   459,859 1,004,104   1,008,921

２．売掛金   67,949 83,118   84,056

３．たな卸資産   73,792 76,260   68,901

４．繰延税金資産   29,587 25,434   33,789

５．その他   48,323 64,982   57,532

貸倒引当金   △2,781 △3,257   △3,315

流動資産合計   676,730 15.6 1,250,641 23.1  1,249,885 25.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産   
※１， 

２ 
   

(1) 建物   1,408,343 1,636,404   1,400,450

(2) 機械及び装置   256,527 360,715   262,788

(3) 土地   1,297,727 1,297,727   1,297,727

(4) その他   280,530 404,839   365,824

有形固定資産合計   3,243,130 74.6 3,699,687 68.3  3,326,791 66.6

２．無形固定資産   26,822 0.6 24,804 0.4  26,861 0.5

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   49,776 63,568   38,432

(2) 敷金保証金   70,360 87,544   74,410

(3) 繰延税金資産   111,037 108,250   109,458

(4) その他   170,876 184,017   167,045

貸倒引当金   △600 △494   △570

投資その他の資産合計   401,449 9.2 442,886 8.2  388,776 7.8

固定資産合計   3,671,402 84.4 4,167,378 76.9  3,742,429 75.0

資産合計   4,348,132 100.0 5,418,019 100.0  4,992,314 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

    

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   67,629 72,119   84,295

２．1年以内返済予定 
  長期借入金 

※２  382,296 495,684   379,380

３．未払金   153,579 299,734   165,885

４．未払法人税等   130,048 82,828   169,408

５．賞与引当金   47,000 42,000   42,000

６．その他 ※３  16,327 5,715   57,007

流動負債合計   796,879 18.3 998,081 18.4  897,976 18.0

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２  1,925,403 2,020,595   1,736,685

２．役員退職慰労引当金   100,515 99,578   100,515

３．その他   72,491 47,244   58,048

固定負債合計   2,098,409 48.3 2,167,417 40.0  1,895,249 38.0

負債合計   2,895,289 66.6 3,165,499 58.4  2,793,226 56.0

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   249,000 5.7 487,555 9.0  485,555 9.7

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  202,684 553,325  551,285 

資本剰余金合計   202,684 4.7 553,325 10.2  551,285 11.0

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  7,830 7,830  7,830 

２．任意積立金  921,364 1,077,890  921,364 

３．中間(当期)未処分 
  利益 

 69,556 125,625  234,024 

利益剰余金合計   998,750 23.0 1,211,345 22.4  1,163,218 23.3

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

  2,408 0.0 293 0.0  △970 △0.0

資本合計   1,452,843 33.4 2,252,519 41.6  2,199,088 44.0

負債・資本合計   4,348,132 100.0 5,418,019 100.0  4,992,314 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

    

Ⅰ 売上高   1,818,952 100.0  1,896,676 100.0  3,865,002 100.0

Ⅱ 売上原価   851,169 46.8  952,050 50.2  1,804,934 46.7

売上総利益   967,783 53.2  944,625 49.8  2,060,067 53.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   693,226 38.1  750,056 39.5  1,474,303 38.1

営業利益   274,556 15.1  194,569 10.3  585,763 15.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,685 0.4  13,909 0.7  15,695 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  21,678 1.2  24,446 1.3  59,497 1.5

経常利益   260,563 14.3  184,032 9.7  541,961 14.0

Ⅵ 特別利益 ※３  15,997 0.9  1,740 0.1  33,483 0.9

Ⅶ 特別損失 
※４， 

６ 
 190,546 10.5  5,518 0.3  198,021 5.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  86,014 4.7  180,253 9.5  377,423 9.8

法人税、住民税 
及び事業税 

※７ 126,019 78,532  253,288 

法人税等調整額 ※７ △76,045 49,973 2.7 8,703 87,236 4.6 △76,373 176,914 4.6

中間(当期)純利益   36,040 2.0  93,017 4.9  200,509 5.2

前期繰越利益   33,515  32,608   33,515

中間(当期)未処分 
利益 

  69,556  125,625   234,024
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(3) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日)科目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

  

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１．税引前中間(当期)純利益 86,014 180,253 377,423

２．減価償却費 114,367 123,713 238,777

３．減損損失 188,433 － 188,433

４．貸倒引当金の減少額 △1,985 △133 △1,480

５．賞与引当金の増加額 5,000 － －

６．債務保証損失引当金の減少額 △18,100 － △18,100

７．役員退職慰労引当金の減少額 △1,467 △937 △1,467

８．受取利息及び受取配当金 △322 △326 △1,154

９．支払利息 18,155 17,602 34,902

10．固定資産除却損 1,963 5,518 3,253

11. 投資有価証券の売却益 － － △7,245

12．売上債権の増減額（増加：△） △13,287 937 △29,394

13．たな卸資産の増加額 △10,428 △7,358 △5,538

14．仕入債務の増減額（減少：△） △5,209 △12,175 11,457

15. 未払消費税等の増加 － － 30,451

16．その他 28,259 72,233 43,075

小計 391,394 379,327 863,395

17．利息及び配当金の受取額 322 326 1,154

18．利息の支払額 △18,099 △17,279 △34,779

19．法人税等の支払額 △62,423 △165,112 △150,332

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

311,193 197,262 679,438

  

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１．定期預金への預入による支出 △36,000 △240,000 △173,003

２．定期預金の払戻による収入 30,301 240,000 134,321

３．有形固定資産の取得による支出 △295,887 △504,371 △513,982

４．無形固定資産の取得による支出 △780 △2,480 △5,323

５．投資有価証券の取得による支出 － △23,013 －

６．投資有価証券の売却による収入 － － 12,915

７．子会社株式の取得による支出 － △20,000 －

８．出店申込証拠金の支払 △15,000 － △15,000

９．その他 1,567 △11,929 △1,412

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△315,798 △561,794 △561,484

  

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１．長期借入れによる収入 － 624,000 －

２．長期借入金の返済による支出 △191,634 △223,786 △383,268

３．株式の発行による収入 － 4,040 585,156

４．配当金の支払額 △18,753 △44,539 △18,754

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△210,387 359,714 183,134

  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （減少：△） 

△214,992 △4,817 301,088

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 627,833 928,921 627,833

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
(期末)残高 

412,840 924,104 928,921
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式 

        － 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式 

移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

時価のないもの 

投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券と

みなされるもの）につい

ては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法に

よっております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式 

      － 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

 (2) たな卸資産 

① 製商品・仕掛品 

月別総平均法による原価

法 

② 原材料・貯蔵品（包装資材） 

月別総平均法による原価

法 

③ 貯蔵品（消耗品） 

最終仕入原価法による原

価法 

 

 (2) たな卸資産 

同 左 

 (2) たな卸資産 

同 左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法） 

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。 

 建物     10年～38年 

 機械及び装置 ９年 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同 左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同 左 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

 

 (2) 無形固定資産 

同 左 

 (2) 無形固定資産 

同 左 

    



 

13 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

 (3) 長期前払費用 

同 左 

 (3) 長期前払費用 

同 左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率による計算額を、貸

倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同 左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同 左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額に基づ

く当期対応額を計上しておりま

す。 

 

 (2) 賞与引当金 

同 左 

 (2) 賞与引当金 

同 左 

 (3) 債務保証損失引当金 

店舗内に入居しているテナン

トの借入金に対する物上保証に

よる損失に備えて、債務保証損

失引当金を計上しておりました

が、同テナントの債務不履行に

伴ない同社の借入金につき代位

弁済を実行致しました。 

なお、同テナントが所有する

店舗内造作を買取り求償債権と

相殺致しました結果、債務保証

損失引当金戻入益が15,058千円

発生しましたので、特別利益と

して計上しております。 

 

 (3)          － 

 

 

 (3) 債務保証損失引当金 

店舗内に入居しているテナン

トの借入金に対する物上保証に

よる損失に備えて、債務保証損

失引当金を計上しておりました

が、同テナントの債務不履行に

伴ない同社の借入金につき代位

弁済を実行致しました。 

なお、同テナントが所有する

店舗内造作を買取り求償債権と

相殺致しました結果、債務保証

損失引当金戻入益が15,058千円

発生しましたので、特別利益と

して計上しております。 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

平成14年12月に役員退職金制

度を廃止し、既引当金残高は各

役員の退職時に当該役員に対す

る引当額を取り崩し支給するこ

ととしております。 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

同 左 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

同 左 

 

４ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・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によ

っております。 

 

４ リース取引の処理方法 

同 左 

 

４ リース取引の処理方法 

同 左 
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前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同 左 

 

５ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同 左 

 

 

 

 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 

(1) 消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同 左 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同 左 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度末 
（平成17年８月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,112,441千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,329,946千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,219,362千円

※２ 担保資産 

 担保に供している資産は次の

通りであります。 

 

※２ 担保資産 

 担保に供している資産は次の

通りであります。 

 

※２ 担保資産 

 担保に供している資産は次の

通りであります。 

建 物 771,367千円 

機械及び装置 136,315  

土 地 419,684  

その他 63,784  

計 1,391,151  
 

建 物 776,106千円

機械及び装置 163,403  

土 地 419,684  

その他 58,426  

計 1,417,620  
 

建 物 750,147千円

機械及び装置 119,895  

土 地 419,684  

その他 58,406  

計 1,348,133  
 

 

 担保付債務は次の通りであり

ます。 

１年以内返済予定 

長期借入金 
37,968千円 

長期借入金 394,860  

計 432,828  

  

 

 担保付債務は次の通りであり

ます。 

１年以内返済予定

長期借入金 
37,968千円

長期借入金 356,892  

計 394,860  

  

 

 担保付債務は次の通りであり

ます。 

１年以内返済予定 

長期借入金 
37,968千円

長期借入金 375,876  

計 413,844  

  

※３ 消費税等の取り扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動負債「その

他」に含めて表示しております。 

 

※３ 消費税等の取り扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産「その

他」に含めて表示しております。

 

※３      － 

４ 偶発債務 

 下記の個人の金融機関からの

借入に対して、次の通り債務保

証を行なっております。 

  従業員４名 443千円

  

４ 偶発債務 

           － 

  

４ 偶発債務 

 下記の個人の金融機関からの

借入に対して、次の通り債務保

証を行なっております。 

  従業員４名 203千円

  

５ 当社は設備投資資金の効率的

な調達を行なうため金融機関10

行とコミットメントライン契約

を締結しております。 

 当期末における当該契約に係

る借入実行残高等は次の通りで

あります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ 

契約の総額 
2,600,000千円

借入実行残高 1,950,000千円

差引額 650,000千円

  

５ 平成16年７月に締結いたしま
したコミットメントライン契約
は、コミット期間が終了してお
ります。 

 
 

 
 

５ 当社は設備投資資金の効率的

な調達を行なうため金融機関10

行とコミットメントライン契約

を締結しております。 

 当期末における当該契約に係

る借入実行残高等は次の通りで

あります。 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ 

契約の総額 
2,600,000千円

借入実行残高 1,950,000千円

差引額 650,000千円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 250 千円 

受取賃貸料 5,752  

雑収入 1,609  

  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 252 千円

受取賃貸料 3,409  

雑収入 10,173  

  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 1,015 千円

受取賃貸料 9,148  

雑収入 5,392  

  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 18,155 千円 

ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 
関連費用 

3,446  

  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,602 千円

ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 
関連費用 

3,081  

  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 34,902 千円

ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 

関連費用 
7,939  

新株発行費 5,976  

株式上場費用 10,549  

   
 

※３ 特別利益の主要項目 

債務保証損失 
引当金戻入益 

15,058 千円 

  

※３ 特別利益の主要項目 

保険解約返戻金 312 千円

     匿名組合投資利益 1,427 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券
売却益 

7,245 千円

保険解約返戻金 9,173  

債務保証損失 
引当金戻入益 

15,058  

  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 1,963 千円 

減損損失 188,433 

  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 5,518 千円

  

  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 9,438 千円

減損損失 188,433  

  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 108,852 千円 

無形固定資産 4,360  

  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 117,972 千円

無形固定資産 4,537  

  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 227,571 千円

無形固定資産 8,864  

  

※６ 減損損失 

当社は、当中間会計期間にお

いて以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
（千円） 

宮城県 
仙台市 

洋菓子工場 
(荒巻ファク 
トリー) 

土地、建
物、機械
及び装置
等 

91,015 

宮城県 
仙台市 

店舗 
（３店舗） 

土地、建
物、機械
及び装置
等 

59,965 

山形県 
山形市 

店舗 
（１店舗） 

建物等 2,694 

宮城県 
仙台市 

工場及び店
舗用地 
（遊休） 

土地 34,757 

  

※６ 減損損失 

－ 

 

※６ 減損損失 

当社は、当事業年度において

以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円）

宮城県 
仙台市 

洋菓子工場 
(荒巻ファク 
トリー) 

土地、建
物、機械
及び装置
等 

91,015

宮城県 
仙台市 

店舗 
（３店舗） 

土地、建
物、機械
及び装置
等 

59,965

山形県 
山形市 

店舗 
（１店舗） 

建物等 2,694

宮城県 
仙台市 

工場及び店
舗用地 
（遊休） 

土地 34,757
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前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として店舗

及び工場を基本単位とし、また

遊休資産については物件ごとに

グルーピングしております。 

荒巻ファクトリーは近年の不

動産価格の下落により帳簿価額

と比較して回収可能価額が著し

く下落しているため、回収可能

価額まで減額致しました。また

営業活動から生じる損益が継続

してマイナスである店舗におけ

る資産グループと遊休地の帳簿

価額を回収可能額まで減額し、

減損損失188,433千円（建物

47,355千円、土地133,890千円、

機械及び装置等7,186千円）を特

別損失に計上致しました。 

なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産について

は不動産鑑定評価基準に基づき

評価した額より処分費用見込額

を控除して算定しております。 

 

 

 

 

当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として店舗

及び工場を基本単位とし、また

遊休資産については物件ごとに

グルーピングしております。 

荒巻ファクトリーは近年の

不動産価格の下落により帳簿価

額と比較して回収可能価額が著

しく下落しているため、回収可

能価額まで減額致しました。ま

た営業活動から生じる損益が継

続してマイナスである店舗にお

ける資産グループと遊休地の帳

簿価額を回収可能額まで減額

し、減損損失188,433千円（建物

47,355千円、土地133,890千円、

機械及び装置等7,186千円）を特

別損失に計上致しました。 

なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産について

は不動産鑑定評価基準に基づき

評価した額より処分費用見込額

を控除して算定しております。

 

※７ 法人税、住民税及び事業税の

計上 

中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業

年度において予定している利益

処分による特別償却準備金の取

崩しを前提として、当中間会計

期間に係る金額を計算しており

ます。 

 

※７ 法人税、住民税及び事業税の

計上 

同 左 

－ 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 459,859 千円 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△47,018  

現金及び現金同等物 412,840  
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,004,104千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△80,000

現金及び現金同等物 924,104 
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,008,921千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△80,000

現金及び現金同等物 928,921 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 
 

 

取 得 
価 額 
相当額 
（千円） 

減 価 
償 却 
累計額 
相当額  
（千円） 

中 間 
期 末 
残 高 
相当額 
（千円） 

機械及び装置 66,728 40,513 26,214 

(有形固定資産) 

その他 
42,426 33,373 9,052 

(無形固定資産) 

ソフトウェア 
10,169 8,041 2,127 

合計 119,323 81,928 37,394 

  

 

 

取 得
価 額
相当額
（千円）

減 価
償 却
累計額
相当額 
（千円）

中 間
期 末
残 高
相当額
（千円）

機械及び装置 66,728 50,046 16,682

(有形固定資産)

その他 
22,150 12,401 9,749

(無形固定資産)

ソフトウェア
5,125 4,527 597

合計 94,003 66,974 27,029

  

 

 

取 得 
価 額 
相当額 
（千円） 

減 価
償 却
累計額
相当額
（千円）

期 末
残 高
相当額
（千円）

機械及び装置 66,728 45,279 21,448

(有形固定資産) 

その他 
36,432 31,517 4,914

(無形固定資産) 

ソフトウェア 
5,125 4,014 1,110

合計 108,285 80,812 27,473

  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 19,156千円 

１年超 22,359  

合計 41,516  
  

 
１年内 15,082千円

１年超 14,583  

合計 29,665  
  

 
１年内 15,867千円

１年超 14,841  

合計 30,708  
  

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 12,386千円

減価償却費相当額 10,716 

支払利息相当額 1,263 
  

 
支払リース料 8,041千円

減価償却費相当額 6,805 

支払利息相当額 743 
  

 
支払リース料 23,867千円

減価償却費相当額 20,638 

支払利息相当額 2,285 
  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

５ 利息相当額の算定方法 

利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同  左 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同  左 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失は無いため、項目等の記載は

省略しております。 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失は無いため、項目等の記載は

省略しております。 
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(有価証券関係) 

 １ 時価のある有価証券 

 

区分 
前中間会計期間 

（平成17年２月28日現在） 
当中間会計期間 

（平成18年２月28日現在） 
前事業年度 

（平成17年８月31日現在） 

(1) その他 
  有価証券 

取得原価
（千円）

中間貸借対 
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円）

差額 
（千円）

① 株 式 45,731 49,776 4,044 43,084 43,975 890 40,061 38,432 △1,629

② 債 券 － － － － － － － － －

③ その他 － － － 9,990 9,593 △397 － － －

計 45,731 49,776 4,044 53,074 53,568 493 40,061 38,432 △1,629

 ２ 時価評価されていない有価証券 

 
前中間会計期間 

（平成17年２月28日現在） 
当中間会計期間 

（平成18年２月28日現在） 
前事業年度 

（平成17年８月31日現在） 

 中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1) 子会社株式 － 20,000 －

(2) その他有価証券 
 
①投資事業有限責任組合及び 
それに類する組合への出資 

－

 
 

10,000 －

計 － 30,000 －

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成16年９月１日 至 平成17年２月28日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年９月１日 至 平成17年２月28日) 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日) 

 当社は、平成18年１月20日に子会社を設立しましたが、営業を開始していないため、
記載を省略しております。 

 

前事業年度(自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日) 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額 374,058.49円 １株当たり純資産額 124,890.21円 １株当たり純資産額 122,470.96円

１株当たり中間純利益 9,279.27円 １株当たり中間純利益 5,162.26円 １株当たり当期純利益 12,743.13円

 潜在株式調整後１株当たり中間 純利益  5,150.20円 潜在株式調整後１株当たり当期 純利益 12,666.09円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株引受権

の残高はありますが、当社株式は非

上場かつ非登録であるため、期中平

均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

 

 

 

 

当社は平成17年４月１日をもって

普通株式１株につき４株の株式分

割を行なっております。 

 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日)

１株当たり中間（当期）純
利益金額 

 

中間損益計算書（損益計算
書）上の中間(当期)純利益
(千円) 

36,040 93,017  200,509 

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

－ －  － 

普通株式に係る中間(当
期)純利益(千円) 

36,040 93,017  200,509 

普通株式の期中平均株式
数(株) 

3,884 18,018  15,734 

    

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益金額 

  

中間（当期）純利益調整額 － －  － 

普通株式増加数（株） － 42  95 

（うち新株引受権（株）） （－） （42） （95）

 
 

 
希薄化効果を有しな

いため、潜在株式調整後
１株当たり中間純利益
の算定に含まれなかっ
た潜在株式は新株引受
権１種類(新株引受権の
目的となる株式の数28
株)であり、これらの詳
細は、次の通りでありま
す。 
 

 
潜在株式調整後１株

当たり中間純利益の算
定に含まれた潜在株式
は新株引受権１種類(新
株引受権の目的となる
株式の数32株)であり、
これらの詳細は、次の通
りであります。 
 

 
潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算
定に含まれた潜在株式
は新株引受権１種類(新
株引受権の目的となる
株式の数112株)であり、
これらの詳細は、次の通
りであります。 
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前中間会計期間末 
（平成17年２月28日現在）

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日現在） 

前事業年度末 
（平成17年８月31日現在）

 
第３回無担保新株 

引受権付社債 

(平成12年10月30日発行)

第３回無担保新株 

引受権付社債 

(平成12年10月30日発行) 

第３回無担保新株 

引受権付社債 

(平成12年10月30日発行)

新株引受権の残高(千円) 5,600 1,600  5,600 

新株引受権の権利行使に
より発行する株式の発行
価格（円） 

200,000 50,000  50,000 

資本組入額（円） 100,000 25,000  25,000 

 

 

（当中間会計期間における発行済株式数の増加） 

 新株発行 

発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円） 

新株引受権の権利行使 80 50,000 25,000 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
    至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
    至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
    至 平成17年８月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審

議会平成 14 年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 

企業会計基準委員会 平成 15 年 10

月 31日）が平成 16年３月 31日に終

了する事業年度に係る財務諸表から

適用できることとなったことに伴な

い、当中間会計期間から同会計基準

及び同適用指針を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益は

188,433千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。 

 

－ （固定資産の減損に係る会計基準） 

  固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会平成 14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第

６号 企業会計基準委員会 平成

15年 10月 31日）が平成 16年３月

31 日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることとなっ

たことに伴ない、当事業年度から同

会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これにより税引前当期

純利益は 188,433千円減少しており

ます。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除してお

ります。 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
    至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
    至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
    至 平成17年８月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成 15年法律第９号）が平成

15年３月 31日に公布され、平成 16

年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当中間会計期間か

ら「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成 16年

２月 13 日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第 12 号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が 3,840千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が同

額減少しております。 

 

－  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成 15年法律第９号）が平成

15年３月 31日に公布され、平成 16

年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴ない、当事業年度から

「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成 16年

２月 13 日 企業会計基準委員会

実務対応報告第 12 号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が 8,900 千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が同額

減少しております。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

生産実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日)事業部門別 品目 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

金額 
（千円） 

構成比
（％） 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

ＰＩＳ事業部門 ラスク 404,618 49.8 467,497 51.4 884,074 52.0

洋生菓子及び 
その他焼菓子等 

312,555 38.5 308,048 33.8 601,645 35.4

パン 95,003 11.7 134,389 14.8 215,092 12.6ＭＩＳ事業部門 

計 407,559 50.2 442,437 48.6 816,738 48.0

合 計 812,177 100.0 909,934 100.0 1,700,812 100.0

(注) １ 金額は製造原価によっております。 

２ 「洋生菓子」と「その他焼菓子等」は管理上区分が困難であるため、一括して記載しており

ます。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注実績 

ＰＩＳ事業におきましては、不特定多数の一般消費者からの受注に対し、受注の翌日に生産し、翌々

日に出荷、すなわち販売が完了する体制となっているため、受注残は極少量であります。また、ＭＩ

Ｓ事業におきましては、店舗の販売予測に基づき見込み生産を行なっておりますので、受注残はあり

ません。 

 

（３）販売実績 

販売実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日)事業部門別 品目 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

金額 
（千円） 

構成比
（％） 

金額 
（千円） 

構成比
（％）

ラスク 840,092 46.2 899,988 47.4 1,795,743 46.5

その他焼菓子等 115,073 6.3 102,305 5.4 240,731 6.2ＰＩＳ事業部門 

計 955,165 52.5 1,002,293 52.8 2,036,475 52.7

洋生菓子 281,727 15.5 252,833 13.3 512,385 13.3

ラスク 140,454 7.7 142,175 7.5 332,508 8.6

その他焼菓子等 194,477 10.7 194,300 10.3 424,467 11.0

パン 125,458 6.9 168,091 8.9 291,059 7.5

料飲 121,669 6.7 136,984 7.2 268,105 6.9

ＭＩＳ事業部門 

計 863,786 47.5 894,383 47.2 1,828,526 47.3

合 計 1,818,952 100.0 1,896,676 100.0 3,865,002 100.0

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


