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1.  20年8月期の業績（平成19年9月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年8月期 4,453 0.6 506 △20.2 487 △19.0 188 △27.5

19年8月期 4,427 9.2 635 16.0 601 15.9 259 △0.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年8月期 10,408.17 ― 7.0 9.0 11.4
19年8月期 14,363.08 ― 10.3 11.7 14.3

（参考） 持分法投資損益 20年8月期  ―百万円 19年8月期  ―百万円

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

20年8月期 5,771 2,750 47.7 152,211.75
19年8月期 5,023 2,625 52.3 145,319.24

（参考） 自己資本   20年8月期  2,750百万円 19年8月期  2,625百万円

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

20年8月期 504 △997 692 516
19年8月期 729 △657 △611 317

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年8月期 ― ― ― 3,000.00 3,000.00 54 20.9 2.2
20年8月期 ― ― ― 3,000.00 3,000.00 54 28.8 2.0

21年8月期 
（予想）

― ― ― 3,000.00 3,000.00 ――― 25.1 ―――

3.  21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間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2四半期累計期間 2,301 6.1 165 △30.5 147 △36.1 73 △36.3 4,055.79
通期 4,770 7.1 433 △14.5 400 △17.9 216 15.0 11,967.84
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は、15～17ページ「重要な会計方針」、18ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。  

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎となる株式数については、25～26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年8月期  18,068株 19年8月期  18,068株

② 期末自己株式数 20年8月期  ―株 19年8月期  ―株

※ 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．経営成績 

 （１） 経営成績に関する分析 

a． 当期の経営成績 

前事業年度に発生したサブプライムローン問題から、世界的な金融不安が予想以上の拡がりを見せ、

当事業年度におけるわが国経済は、長期間に及ぶ緩やかな景気拡大から一転して厳しいものとなりま

した。当社の事業が依存する個人消費につきましても、景況感の大幅な悪化に加え、ガソリンや食料

品などの生活必需品が高騰したことから、消費マインドは生活防衛に傾いているようであります。 

こうした経営環境のもと、当社では、以下の諸施策をとって参りました。 

まず、平成20年４月にラスクフランスを発売以来初めて５％程度値上げするなど一部商品の価格改

定を実施し、原材料価格の高騰に対応致しました。 

次に商品面では、「ラスク メープル＆くるみ」、焼菓子「仕合わせのバトン」を平成19年11月に新

発売、また、平成20年５月には、新しいタイプの生菓子「さっちゃん」を新発売するとともに「ラス

クフランス かぼちゃ」を期間限定で発売致しました。 

生産面におきましては、平成19年10月にラスク専用工場の増築が竣工し、生産能力のアップを図っ

ております。 

販売面では、百貨店や駅ビルへの出店を進め、当事業年度においては大沼（山形）、大和（富山）、

名鉄（名古屋）、エスパル（山形）に新規出店を行なっております。この結果、当事業年度末における

店舗数は、ＭＩＳ事業部19店舗（山形地区10店舗、仙台地区９店舗）、ＰＩＳ事業部５店舗の合計24

店舗となりました。 

また、前事業年度に着工した「シベール・アリーナ＆ライブラリー」と称する多目的ホール・図書

館・工場の複合施設は、平成20年８月に竣工し、翌事業年度より使用を開始して、文化・スポーツを

通じた当社の総合的なイメージアップ等を図ることとしております。 

これら諸施策の結果、当事業年度の売上高は、前年同期比0.6％増の4,453百万円とすることができ

ました。しかし、経常利益は、原材料価格の高騰による売上原価率の上昇や販売費及び一般管理費が

増加したことから、前年同期比19.0％減の487百万円となりました。当期純利益につきましては、当事

業年度において店舗の収用に伴なう補償金等によって116百万円の特別利益があったものの、一部店舗

の固定資産について減損損失を計上したこと等から、166百万円の特別損失を計上、また、繰延税金資

産の取崩しによって63百万円の法人税等調整額を計上したため、前年同期比27.5％減の188百万円とな

りました。 
 

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：百万円） 

前事業年度 当事業年度 前年同期比 
事業部門別 品目 

売上高 売上高  (％) 
ラスク 2,041 2,046 0.2 
その他焼菓子等 198 161 △19.0 
洋生菓子 73 74 1.6 

ＰＩＳ 
事業部門 

計 2,313 2,281 △1.4 
洋生菓子 497 473 △4.8 
ラスク 441 519 17.7 
その他焼菓子等 413 413 0.1 
パン 394 402 2.1 
料飲 368 363 △1.2 

ＭＩＳ 
事業部門 

計 2,114 2,172 2.7 

合計 4,427 4,453 0.6 
 

① ＰＩＳ事業部門 

既存顧客へのお中元用カタログの送付を例年より早めたところ、その効果が持続せず、売上高は

前年同期比 1.4％減の 2,281 百万円となりました。 

また、前事業年度までは、百貨店における当社店舗の売上高について、実態として当社が直接顧

客に販売していることから、顧客の購入金額を売上高として計上し、当該金額と百貨店から当社に

支払われる金額との差額を賃借料として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当事業年

度より、百貨店との契約内容に鑑み、百貨店への納入金額をもって売上高に計上する会計処理の変

更を行なったため、売上高は前事業年度に比べ、当該金額分、見かけ上減少した格好になっており

ます。 
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② ＭＩＳ事業部門 

新店と前事業年度に新規開設した店舗の売上が寄与したこと等により、売上高は前年同期比 2.7％

増の 2,172 百万円とすることができました。 
 

c． 次期の見通し 

今後の経営環境につきましては、世界経済の景気回復には時間がかかり、それに伴ない、我国の個

人消費も低迷が続くものと考えております。一方、原油価格や穀物などの原材料価格の急激な上昇傾

向は落ち着くものと思われます。 

このような環境が想定されるなか、商品面では、既存商品の磨き上げと新商品の開発、販売面では

店舗の増改築等を行なうこと等によって、次期の業績としましては、売上高 4,770 百万円、営業利益

433 百万円、経常利益 400 百万円、当期純利益 216 百万円を見込んでおります。 
  
（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資 産） 

当事業年度末の資産合計は 5,771 百万円（前事業年度末比 747 百万円の増加）となりました。設

備投資により有形固定資産が 497 百万円増加したほか、現金及び預金が 219 百万円増加したことに

よるものであります。 

（負 債） 

当事業年度末の負債合計は 3,021 百万円（前事業年度末比 623 百万円の増加）となりました。借

入金が746百万円増加致しましたが、未払法人税等が107百万減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末の純資産合計は 2,750 百万円（前事業年度末比 124 百万円の増加）となりました。

これは、剰余金の配当が 54 百万円あったものの、当期純利益 188 百万円の計上により利益剰余金

が増加したことによるものであります。 
      

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度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 199 百

万円増加し、当事業年度末には 516 百万円（前事業年度末比 62.6％増）となりました。 

当事業年度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、504 百万円(前事業年度比 30.8%減)となりました。これは、主

に税引前当期純利益、減価償却費、減損損失の計上が 861 百万円ありましたが、一方で法人税等の

支払額が 293 百万円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、997 百万円(前事業年度比 51.8%増)となりました。これは、主

に多目的ホール・図書館・工場の複合施設の建設に伴なう有形固定資産の取得によるものでありま

す。 
 

（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、692 百万円(前事業年度は 611 百万円の使用)となりました。こ

れは、長期借入による収入 1,500 百万円に対し、短期借入金及び長期借入金の返済による支出が

753 百万円及び配当金の支払額が 54 百万円あったことによるものであります。 
 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  16 年８月期 17 年８月期 18 年８月期 19年８月期 20 年８月期

自己資本比率 32.1％ 44.0％ 46.0％ 52.3％ 47.7％

時価ベースの自己資本比率 －％ 122.3％ 97.1％ 97.5％ 86.1％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 8.2 倍 3.1 倍 5.4 倍 2.3 倍 4.9 倍

インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.5 倍 19.5 倍 11.8 倍 20.3 倍 10.8 倍

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 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 
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   (注 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。 

   (注 2) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対

象としております。 

   (注 3) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   (注 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。 

   (注 5) 平成 16 年８月期は、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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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、株主資本の充実と自己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。 

そのため、現段階におきましては新規出店等の設備投資に備え、内部留保につきましても同様に重

視し、総合的な観点から配当を決定して参ります。 

当事業年度の期末配当につきましては上記方針に基づき、当初の予定通り１株につき 3,000 円の配

当を実施する予定であります。 

なお、次期の期末配当につきましては 3,000 円の配当を実施する予定であります。 

 

（４）事業等のリスク 

当社が認識している事業等のリスクのうち、主要なものは以下の通りであります。なお、本項にお

ける将来に関する記載は、当短信発表日現在において当社が判断したものであります。 

 

① 主力製品への依存度が高いことについて 

当社の主力製品はラスクであり、当事業年度の売上高に占める割合は 57.6％であります。  

ラスクはお菓子であって必需品ではないため消費意欲の影響を受けやすく、マーケットで好まれ

る嗜好そのものに変化が生じた場合や他の類似商品との競合が生じた場合、あるいは、他社の参入

等により競合が生じ、相対的に当社のラスクの競争力が低下した場合には、当社の業績は影響を受

ける可能性があります。 

 

② 生産拠点が特定地区へ集中していることについて 

上記の当社の主力製品ラスクは、山形市蔵王松ケ丘のラスク専用ライン「麦工房」で全量生産さ

れており、また、同施設にはＰＩＳ事業の受注設備等も附帯しております。更に、同一敷地内に洋

生菓子及びその他焼菓子等並びにパンの主要な生産拠点である「ファクトリーメゾン」も立地して

おり、当事業年度における生産高の 74.1％が当該敷地内で行われております。従いまして、当該地

域において、地震、水害、火災等の災害が発生した場合には、当社の生産体制は深刻な影響を受け、

売上高が大幅に低下し、更に、工場等の修復又は代替のため多額の費用を要するなど、当社の業績

は甚大な影響を受ける可能性があります。 

 

③ 山形市及び仙台市とその周辺地域に対する売上依存度が高いことについて 

当社のＭＩＳ事業の出店地域は、現在、山形市及び仙台市並びにその周辺に限られております。

当事業年度の売上高に占めるＭＩＳ事業の売上高の割合は、48.8％であり、この地域において消費

動向が低迷した場合や異常気象及び大規模な震災等により経済情勢が悪化した場合には当社の業績

は影響を受ける可能性があります。 

 

④ 業績の季節変動について 

当社のラスク等のお菓子は贈答用として、12 月のお歳暮シーズン及び６月～７月のお中元シーズ

ン並びに３月の歓送迎シーズンに需要が集中する傾向があり、営業利益は、第２四半期及び第４四

半期に偏重する傾向があります。 

-5-



                         ㈱シベール (2228)   平成 20年８月期 決算短信(非連結) 

 

 

当事業年度における当社の四半期毎の売上高及び営業利益は次の通りであります。 

期別 
売上高 

（百万円） 
割合（％）

営業利益 

（百万円） 
割合（％）

第１四半期（９月～11 月） 873 19.6 △4 △0.8

第２四半期（12 月～２月）  1,295 29.1 241 47.7

第３四半期（３月～５月） 1,093 24.6 101 20.0

第４四半期（６月～８月） 1,190 26.7 167 33.1

 

⑤ 食品衛生管理及び食品の品質表示等について 

当社が属する食品業界における主な法的規制としては「食品衛生法」及び「農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）」等があります。 

 当社は、適切な衛生管理、鮮度管理、温度管理を行なうことにより食品衛生上の諸問題の発生防

止に取り組んでおります。これらの取り組みに関らず、衛生上の諸問題が発生した場合には、当社

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、仕入先等において無認可添加物の使用や産地等の誤表示、表示義務のあるアレルギー物質

の混入等があった場合も、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑥ 農産物の商品市況と為替の動向について 

当社の製品は食品であり、原材料は農産物又はその加工品であります。農産物市況の上昇が当社

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、わが国においては農産物の自給率が低く、大部分を輸入に頼っているのが現状であります。

当社では、直接海外から原材料を調達しておりませんが、小麦を始め輸入比率の高い原材料を多く

使用している為、為替の動向が大きく変動した場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があり

ます。 

 

⑦ 個人情報の管理について 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」における個人情報取扱事業者に該当致します。当社は保

有する個人情報について、厳格な管理体制を構築し、情報セキュリティを確保するとともに、情報

の取扱い等に関する規定類の整備・充実や従業員等へ周知・徹底を図る等、適切な個人情報の管理

に努めております。なんらかの原因により個人情報が流出した場合、当社の信用を失うことや損害

賠償等により、当社の業績は影響を受ける可能性があります。また、個人情報取扱事業者として法

律の規定に違反した場合には、勧告、命令及び罰則を受ける可能性があります。 

 

⑧ 減損会計について 

当社では店舗毎の収益及びキャッシュ・フローの向上に努めておりますが、今後の店舗収益の状

況並びに地価の動向等によって、新たな減損損失の認識をすべきであると判断した場合には、当社

の業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書(平成 19 年 11 月 26 日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略します。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「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、地域社会に、マーケ

ットに、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。 
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（２）目標とする経営指標 

当社は、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％を目標にしております。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、自己資本利益率の向上を図ることを経営の重要課題と位置づけて

おります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、洋菓子等の有店舗における製造販売（ＭＩＳ事業）とラスク等の限定商品の通信販売等（Ｐ

ＩＳ事業）を事業の両輪としており、この二つの事業の補完相乗を経営の基本戦略としております。 

ＰＩＳ事業では、お客様との直接交流で培った製品群の中から全国販売に適した商品を厳選し、通

信販売等で全国に販売を行なっております。 

この二つの事業の補完相乗をもって、「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ております。 

また、「シベール・アリーナ＆ライブラリー」と称する多目的ホール・図書館・工場の複合施設の設

置により、文化・スポーツを通じた当社の総合的なイメージアップを図って参ります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

今後の経営環境につきましては、大恐慌以来といわれる世界金融不安によって、わが国経済も回復

には時間を要するものと考えられ、個人消費も低迷が続くものと思われます。 

このような環境の中にあっても、当社は、事業基盤をより一層強化するため、以下の諸施策を推進

していく所存であります。 

先ず、商品に関しましては、主力のラスクを伸ばすとともに、商品計画室を中心に洋生菓子並びに

その他焼菓子等の新商品を次々と開発、導入することによってＰＩＳ、ＭＩＳ両事業における商品力

の強化を図って参ります。 

販売に関しましては、ＰＩＳ事業の有力百貨店へのテナント出店を続けて参ります。 

人事に関しましては、積極的な新規採用及び中途採用によって優秀な人材を確保し、ＯＪＴによる

社員教育によって当社の理念に沿った人材の育成に努め、製造及び販売の質を強化して参ります。 

財務に関しましては、遊休資産の売却を進めて参る所存です。 

 

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所が平成 18 年６月１日に公表致しま

した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。 

 

（６）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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４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成19年８月31日) 
当事業年度 

(平成20年８月31日) 
比較増減

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  357,960 576,968  

２ 売掛金  156,039 157,183  

３ 製商品  12,640 13,652  

４ 原材料  24,659 25,911  

５ 仕掛品  15,118 11,910  

６ 貯蔵品  34,205 33,298  

７ 未収入金  42,232 75,910  

８ 前払費用  23,386 24,886  

９ 繰延税金資産  36,652 26,791  

10  未収消費税等  － 39,008  

11 その他  570 295  

貸倒引当金  △4,055 △3,344  

流動資産合計  699,408 13.9 982,473 17.0 283,064

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※1 2,461,972 3,326,410   

減価償却累計額  731,014 1,730,958 761,598 2,564,811  

(2) 構築物 ※1 301,280 313,579   

減価償却累計額  125,665 175,615 144,406 169,173  

(3) 機械及び装置 ※1 831,286 877,398   

減価償却累計額  513,847 317,439 590,666 286,732  

(4) 車両運搬具  33,462 35,035   

減価償却累計額  27,046 6,416 29,113 5,921  

(5) 器具及び備品 ※1 464,635 518,712   

減価償却累計額  307,956 156,678 351,357 167,354  

(6) 土地 ※1,2 1,196,615 1,139,240  

(7) 建設仮勘定  309,659 57,847  

有形固定資産合計  3,893,384 77.5 4,391,082 76.1 497,697
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前事業年度 

(平成19年８月31日) 
当事業年度 

(平成20年８月31日) 
比較増減

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円)

２ 無形固定資産    

(1) 借地権  4,349 4,349  

(2) ソフトウェア  9,941 8,313  

(3) その他  8,393 7,620  

無形固定資産合計  22,684 0.5 20,282 0.4 △2,401

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  67,779 100,996  

(2) 関係会社株式  20,000 20,000  

(3) 出資金  34,532 34,532  

(4) 長期前払費用  24,070 19,623  

(5) 繰延税金資産  141,239 87,441  

(6) 敷金保証金  78,520 83,671  

(7) 建設協力金  14,795 3,284  

(8) 保険積立金  27,734 28,089  

貸倒引当金  △301 △54  

投資その他の資
産合計 

 408,369 8.1 377,585 6.5 △30,784

固定資産合計  4,324,437 86.1 4,788,950 83.0 464,512

資産合計  5,023,846 100.0 5,771,423 100.0 747,577
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前事業年度 

(平成19年８月31日) 
当事業年度 

(平成20年８月31日) 
比較増減

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  119,212 122,368  

２ 短期借入金  300,000 －  

３ １年以内返済予定 
長期借入金 

※1 212,836 424,334  

４ 未払金  163,702 160,992  

５ 未払費用  14,443 27,710  

６ 未払法人税等  170,040 62,164  

７ 未払消費税等  39,847 6,980  

８ 前受金  1,479 1,311  

９ 預り金  6,378 19,428  

10 賞与引当金  48,000 24,000  

11  ポイント引当金  － 20,939  

12 その他  765 －  

流動負債合計  1,076,705 21.4 870,228 15.1 △206,476

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※1 1,197,713 2,032,242  

２ 役員退職慰労 
引当金 

 99,578 99,578  

３ 長期未払金  24,216 19,212  

４ 長期預り敷金  6 －  

固定負債合計  1,321,513 26.3 2,151,033 37.2 829,519

負債合計  2,398,218 47.7 3,021,262 52.3 623,043

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  488,355 9.7 488,355 8.5 ─

２ 資本剰余金    

 資本準備金  554,141 554,141   

  資本剰余金合計  554,141 11.1 554,141 9.6 ─

３ 利益剰余金    

 (1) 利益準備金  7,830 7,830   

 (2) その他利益剰余金    

   特別償却準備金  942 －   

   別途積立金  1,270,000 1,470,000   

   繰越利益剰余金  304,905 239,698   

  利益剰余金合計  1,583,677 31.5 1,717,528 29.8 133,850

 株主資本合計  2,626,173 52.3 2,760,024 47.8 133,850

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  △545 △9,862  

 評価・換算差額等合計  △545 △0.0 △9,862 △0.1 △9,317

 純資産合計  2,625,628 52.3 2,750,161 47.7 124,533

 負債純資産合計  5,023,846 100.0 5,771,423 100.0 747,577

-10-



                         ㈱シベール (2228)   平成 20年８月期 決算短信(非連結) 

 

（２）損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

比較増減

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円)

Ⅰ 売上高  4,427,612 100.0 4,453,891 100.0 26,279

Ⅱ 売上原価    

１ 製商品期首たな卸高  14,155 12,640   

２ 当期製品製造原価 ※4 1,992,264 2,120,045   

３ 当期商品仕入高  170,293 164,926   

合計  2,176,713 2,297,612   

４ 他勘定振替高 ※1 26,727 29,697   

５ 製商品期末たな卸高  12,640 2,137,346 48.3 13,652 2,254,261 50.6 116,915

売上総利益  2,290,266 51.7 2,199,630 49.4 △90,636

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4   

１ 発送配達費  113,158 121,258   

２ 販売促進費 ※1 167,521 179,020   

３ 包装費  102,242 104,801   

４ 貸倒引当金繰入額  2,047 1,580   

５ 役員報酬・給与手当  475,789 495,405   

６ 賞与  23,794 24,128   

７ 賞与引当金繰入額  24,528 12,600   

８ 法定福利費  58,998 61,056   

９ 通信交通費  29,395 29,335   

10 消耗品費  58,055 49,117   

11 水道光熱費  59,929 67,612   

12 賃借料  109,421 85,012   

13 保険料  11,998 12,594   

14 減価償却費  154,819 145,907   

15 租税公課  51,437 47,362   

16 支払手数料  57,844 76,282   

17 その他  154,201 1,655,183 37.4 179,677 1,692,755 38.0 37,571

営業利益  635,082 14.3 506,874 11.4 △128,207

 

-11-



                         ㈱シベール (2228)   平成 20年８月期 決算短信(非連結) 

 

 

  
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

比較増減

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円)

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  452 892   

２ 受取配当金  954 1,274   

３ 受取賃貸料  789 ─   

４ 工場設置奨励金  ─ 10,889   

５ 保険金収入  1,158 ─   

６ 雑収入  4,942 8,297 0.2 7,317 20,373 0.4 12,076

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  33,564 38,181   

２ ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ関連費用  4,520 ─   

３ 雑損失  3,869 41,954 0.9 1,648 39,829 0.9 △2,124

経常利益  601,425 13.6 487,418 10.9 △114,006

Ⅵ 特別利益    

１ 保険解約返戻金  310 80   

２ 匿名組合出資利益  4,103 5,003   

３ 固定資産売却益 ※2 ─ 4,225   

４ 収用移転補償金  ─ 4,413 0.1 107,043 116,353 2.6 111,940

Ⅶ 特別損失    

１ 過年度ポイント 
  引当金繰入額 

 ─ 19,776   

２ 固定資産除却損 ※3 12,259 24,693   

３ 減損損失 ※5 90,108 120,777   

４ 投資有価証券売却損  8 ─   

５ 投資有価証券評価損  20,683 685   

６ その他  ─ 123,059 2.8 134 166,069 3.7 43,009

税引前当期純利益  482,778 10.9 437,703 9.8 △45,075

法人税、住民税及び 
事業税 

 266,247 186,361   

法人税等調整額  △42,980 223,266 5.0 63,286 249,648 5.6 26,381

当期純利益  259,512 5.9 188,054 4.2 △71,457
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（３）株主資本等変動計算書  

                                                                                 

前事業年度（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 
 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰

余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

 

資本金 

資本準備金 利益準備金 特別償却 

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合    計 

その他有価証

券評価差額金 

純資産 

合 計 

平成18年8月31日残高 

(千円) 
488,355 554,141 7,830 4,416 1,070,000 296,123 2,420,865 △ 5,241 2,415,624

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △54,204 △54,204  △54,204

特別償却準備金

の取崩 
 △3,474  3,474 －  －

別途積立金の積立  200,000 △200,000 －  －

当期純利益  259,512 259,512  259,512

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 －  4,695 4,695

事業年度中の変動額

合計(千円) 
      － － － △3,474 200,000 8,782 205,308 4,695 210,003

平成19年8月31日残高 

(千円) 
488,355 554,141 7,830 942 1,270,000 304,905 2,626,173 △ 545 2,625,628

 

当事業年度（自 平成 19 年９月１日 至 平成 20 年８月 31 日） 
 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰

余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

 

資本金 

資本準備金 利益準備金 特別償却 

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合    計 

その他有価証

券評価差額金 

純資産 

合 計 

平成19年8月31日残高 

(千円) 
488,355 554,141 7,830 942 1,270,000 304,905 2,626,173 △ 545 2,625,628

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △54,204 △54,204  △54,204

特別償却準備金

の取崩 
 △ 942  942 －  －

別途積立金の積立  200,000 △200,000 －  －

当期純利益  188,054 188,054  188,054

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 －  △ 9,317 △ 9,317

事業年度中の変動額

合計(千円) 
      － － － △ 942 200,000 △65,207 133,850 △ 9,317 124,533

平成20年8月31日残高 

(千円) 
488,355 554,141 7,830 － 1,470,000 239,698 2,760,024 △ 9,862 2,750,161
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

 
前事業年度 

(自 平成18年９月１日

至 平成19年８月31日)

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日) 
比較増減

区分 
注記
番号 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 税引前当期純利益 482,778 437,703 

２ 減価償却費 302,984 303,108 

３ 減損損失 90,108 120,777 

４ 貸倒引当金の減少額 △880 △957 

５ 賞与引当金の増減額(減少：△) 6,000 △24,000 

６ ポイント引当金の増加額 ─ 20,939 

７ 受取利息及び受取配当金 △1,407 △2,166 

８ 支払利息 33,564 38,181 

９ 固定資産売却益 ─ △4,225 

10 固定資産除却損 12,259 24,693 

11  収用移転補償金 ─ △107,043 

12 投資有価証券売却損 8 ─ 

13  投資有価証券評価損 20,683 685 

14 売上債権の増加額 △44,415 △1,143 

15 たな卸資産の増減額(増加：△) △7,497 1,849 

16 仕入債務の増加額 8,257 3,155 

17  未収消費税等の増加額 ─ △39,008 

18 未払消費税等の増減額(減少：△) 39,847 △32,867 

19 その他 △1,223 29,171 

小計 941,068 768,853 

20 利息及び配当金の受取額 1,407 2,166 

21 利息の支払額 △36,013 △46,583 

22  収用移転補償金の収入額 ─ 74,043 

23 法人税等の支払額 △176,906 △293,666 

営業活動によるキャッシュ･フロー 729,555 504,813 △224,741

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 △320,000 △280,000 

２ 定期預金の払戻による収入 360,000 260,000 

３ 有形固定資産の取得による支出 △670,617 △990,862 

４ 有形固定資産の売却による収入 ─ 58,625 

５ 無形固定資産の取得による支出 △9,216 △2,370 

６ 投資有価証券の取得による支出 △26,137 △44,233 

７ 投資有価証券の売却による収入 380 ─ 

８ その他 8,288 1,018 

投資活動によるキャッシュ･フロー △657,301 △997,820 △340,519

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー   

１ 短期借入金の純増減額(減少：△) 300,000 △300,000 

２ 長期借入れによる収入 1,500,000 1,500,000 

３ 長期借入金の返済による支出 △2,357,888 △453,973 

４ 配当金の支払額 △53,959 △54,011 

財務活動によるキャッシュ･フロー △611,847 692,015 1,303,862
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △539,593 199,007 738,601
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 857,553 317,960 △539,593

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 317,960 516,968 199,007
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（５）重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

１ 有価証券の評

価基準及び評

価方法 

(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 

  期末日の市場価格等に基づく時価

法 

  (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

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（旧証券取

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 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) 子会社株式 

        同左 

(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（金融商品

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 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。 

 

２ たな卸資産の

評価基準及び

評価方法 

(1) 製商品・仕掛品 

   月別総平均法による原価法 

(1) 製商品・仕掛品 

同左 

 (2) 原材料・貯蔵品(包装資材) 

   月別総平均法による原価法 

(2) 原材料・貯蔵品(包装資材) 

同左 

 (3) 貯蔵品(消耗品) 

   終仕入原価法による原価法 

(3) 貯蔵品(消耗品) 

同左 

３ 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と

おりであります。 

  建物    10年～38年 

  機械及び装置   ９年 

(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 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

４ 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。 

(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 

 (3)       － 

 

 

 

 

 

(3) ポイント引当金 

      販売促進を目的とするポイント

カード制度に基づき、顧客へ付与し

たポイントの使用による費用の発

生に備えるため、当事業年度末にお

いて将来使用されると見込まれる

額を計上しております。 

（追加情報） 

      従来、ポイントカード制度につ

いては、ポイント使用時に販売促

進費として計上しておりました

が、ポイント使用率を合理的に見

積もることが可能となったことか

ら、より適正な期間損益計算を行

なうため、ポイント引当金を計上

することとしました。 

この結果、前事業年度に比べ、営

業利益及び経常利益がそれぞれ

1,162千円減少し、過年度相当分

19,776千円を特別損失に計上した

ことにより、税引前当期純利益は

20,939千円減少しております。 

 

 (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 

５ 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。 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

６ 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。 

同左 

７ 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 

   税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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（６）重要な会計方針の変更 

 

（追加情報） 

 

 

 

前事業年度 
（自 平成18年９月１日 
  至 平成19年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年９月１日 
  至 平成20年８月31日） 

(有形固定資産の減価償却の方法) 

法人税法の改正(「所得税法等の一部を改正する

法律平成19年３月30日 法律第６号」及び「法人税

法施行令の一部を改正する政令平成19年３月30日

政令第83号」)に伴ない、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であり

ます。 

－ 

  

前事業年度 
（自 平成18年９月１日 
  至 平成19年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年９月１日 
  至 平成20年８月31日） 

－ （百貨店取引における売上高の計上について） 

当社は従来、百貨店における売上については

顧客購入金額を売上高として計上し、売上高と

百貨店から支払われる金額との差額を賃借料と

して販売費及び一般管理費に計上しておりまし

たが、百貨店との取引金額が増してきたことか

ら、当事業年度より百貨店への納入金額をもっ

て売上高に計上することとしました。 

これにより、従来の方法に比べ売上高が 54,407

千円減少しておりますが、販売費及び一般管理

費が同額減少するため、営業利益に影響はあり

ません。 

(有形固定資産の減価償却の方法) 

法人税法改正に伴ない、平成 19 年３月 31 日以

前に取得した資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であ

ります。 
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（７）注記事項 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成19年８月31日) 

当事業年度 
(平成20年８月31日) 

※1 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 717,194 千円

構築物 39,450

機械及び装置 170,513

器具及び備品 12,836

土地 419,684

計 1,359,679
 
  

※1 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 766,661 千円

構築物 37,268

機械及び装置 173,646

器具及び備品 39,715

土地 419,684

計 1,436,977
 

担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定長期借入金 37,968 千円

長期借入金 299,940

計 337,908
 

 担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定長期借入金 37,968 千円

長期借入金 261,972

計 299,940
 

 

※2 過年度において国庫等補助金の受入により、取得

した土地について208,330千円の圧縮記帳をして

おります。 

  

 

※2                同左 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

※1 他勘定振替高は、主として販売促進費に含まれて

おります。 

  

※1                同左 

 

※2                   － 

 

 

 

※2 固定資産売却益は、遊休資産を売却したことによ

るものであり、その内訳は土地4,225千円でありま

す。 

 

※3 固定資産除却損は、器具及び備品等3,140千円の

ほか、閉鎖店舗の原状回復費9,119千円を含んでお

ります。 

  

※3 固定資産除却損は、建物等19,707千円のほか、建

物解体費用4,985千円を含んでおります。 

 

※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、20,674千円であります。 

※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、19,604千円であります。 

 

※5 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
及び宮
城県黒
川郡富
谷町 

店舗 
（３店舗） 

建物、機械
及 び 装 置
等 

90,108

 
当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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。 

当該店舗は、収益性の低下等により資産の簿価

を全額回収できないこととなったため、資産グル

ープの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額を減損損失90,108千円（建物65,556千円、機

械及び装置10,052千円、器具及び備品8,700千円、

ほか5,799千円）として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額は、使用価

値又は正味売却価額により測定しております。使

用価値は将来キャッシュ・フローを６％で割り引

いて算定しており、正味売却価額は不動産鑑定評

価基準に基づき算定しております。 

 

 

※5 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
柴田郡
川崎町、
ほか 

店舗 
（３店舗） 

建物、構築
物、器具及
び備品等 

120,777

 
当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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。 

当該店舗は、収益性の低下等により資産の簿価

を全額回収できないこととなったため、資産グル

ープの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額を減損損失120,777千円（建物87,796千円、

構築物22,256千円、器具及び備品6,953千円、ほ

か3,771千円）として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額は、使用価

値又は正味売却価額により測定しております。使

用価値は将来キャッシュ・フローを６％で割り引

いて算定しており、正味売却価額は路線価に基づ

き算定しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 

前事業年度 （自 平成 18 年 9 月 1 日 至 平成 19 年 8 月 31 日） 

  １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 18,068 ─ ─ 18,068

      （変動事由の概要） 

            増加数の内訳は、全て新株引受権の権利行使によるものであります。 

 

 ２．配当に関する事項 

  (1) 配当金の支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当金 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年11月23日 

定時株主総会 
普通株式 54,204 3,000 平成 18年８月31日 平成18年 11月 24日

 

    (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当金

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年11月23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 54,204 3,000 平成 19年８月31日 平成19年 11月 27日

 

 

当事業年度 （自 平成 19 年 9 月 1 日 至 平成 20 年 8 月 31 日） 

  １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 18,068 ─ ─ 18,068

       

 ２．配当に関する事項 

  (1) 配当金の支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当金 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年11月23日 

定時株主総会 
普通株式 54,204 3,000 平成 19年８月31日 平成19年 11月 27日

 

    (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当金

（円） 
基準日 効力発生日 

平成20年11月23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 54,204 3,000 平成 20年８月31日 平成20年 11月 26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

※ 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 

(平成19年８月31日現在)

現金及び預金勘定 357,960 千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△40,000

現金及び現金同等物 317,960
 

※ 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 

(平成20年８月31日現在)

現金及び預金勘定 576,968 千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△60,000

現金及び現金同等物 516,968
 

 

（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略致します。 

 

（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において685千円減損処理

を行なっております。当社は、時価が取得原価に対して50％以上下落した場合、又は２期連続し

て30％以上50％未満下落した場合で、かつ回復の見込みがないと判断される場合には減損処理を

することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度 
(平成19年８月31日) 

当事業年度 
(平成20年８月31日) 

 種類 
取得原価
(千円) 

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 2,077 3,816 1,738 2,598 4,287 1,689

(2) 債券 ─ ─ ─ ─ ─  ─ 

(3) その他 ─ ─ ─ ─ ─  ─ 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

小計 2,077 3,816 1,738 2,598 4,287 1,689

(1) 株式 46,628 44,708 △1,919 89,655 78,649 △11,005

(2) 債券 ─ ─ ─ ─ ─  ─ 

(3) その他 9,990 9,783 △206 9,990 9,444  △546 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

小計 56,618 54,492 △2,126 99,645 88,093 △11,551

合計 58,696 58,309 △387 102,244 92,381 △9,862
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２ 前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 前事業年度 
(平成19年８月31日) 

当事業年度 
(平成20年８月31日) 

 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 

(2) その他有価証券 

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への投資 

20,000

 

 

9,469

20,000

 

 

8,615

合計 29,469 28,615

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度(自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 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。 

 

当事業年度(自 平成 19 年９月１日 至 平成 20 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。 

 

 

 

（退職給付関係） 

前事業年度(自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 

当社は、従業員退職金制度を採用しておりません。 

 

当事業年度(自 平成 19 年９月１日 至 平成 20 年８月 31 日) 

当社は、従業員退職金制度を採用しておりません。 

 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
 至 平成19年８月31日)  

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日)  

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額
(千円) 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額
(千円) 

380 ─ 8 ─ ─ ─
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

繰延税金資産 

賞与引当金 19,411 千円

未払事業税 12,396

減損損失 91,716

法定福利費否認 2,251

役員退職慰労引当金 40,269

その他有価証券評価差額金 
その他 

372
12,114

繰延税金資産合計 178,531

繰延税金負債 

特別償却準備金 639 

繰延税金負債合計 639

繰延税金資産の純額 177,891

  

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

繰延税金資産 

賞与引当金 9,705 千円

ポイント引当金 8,468

未払事業税 4,368

減損損失 102,184

法定福利費否認 1,142

役員退職慰労引当金 40,269

その他有価証券評価差額金 3,989

その他 12,361

繰延税金資産小計 182,489

  評価性引当額 △68,256

繰延税金資産合計 114,232

繰延税金資産の純額 114,232

 
 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主な項目別の内

訳 

法定実効税率 40.4 ％ 

(調整) 

同族会社の留保金課税 2.0

住民税均等割額 1.8

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

2.0

46.2税効果会計適用後の法人税等
の負担率 
 

 
 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主な項目別の内

訳 

法定実効税率 40.4 ％ 

(調整) 

同族会社の留保金課税 2.0

住民税均等割額 2.2

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.5

評価性引当額 14.7

収用等の特別控除 △3.8

57.0 税効果会計適用後の法人税等
の負担率 
  

 
 

 

（ストック・オプション等関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略致します。 

 

 

（持分法損益等） 

前事業年度(自平成 18 年９月１日 至 平成 19 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。 

 

当事業年度(自平成 19 年９月１日 至 平成 20 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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（関連当事者との取引） 

前事業年度(自平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所

資本金 
又は 

出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 工藤裕史 ─ ─ 

当社取締役

田宮印刷株

式会社代表

取締役社長

被所有 
直接 
 0.1 

─ ─ 印刷物の発注 57,444 未払金 2,440

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   当社は、印刷物の一部について当社取締役工藤裕史が代表取締役社長である田宮印刷株式会社に発注をし

ております。金額につきましては複数の印刷会社と相見積りのうえ決定しております。   

 

 

当事業年度(自平成 19 年９月１日 至 平成 20 年８月 31 日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所

資本金 
又は 

出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 工藤裕史 ─ ─ 

当社取締役

田宮印刷株

式会社代表

取締役社長

被所有 
直接 
 0.1 

─ ─ 印刷物の発注 67,216 
買掛金 

 
未払金 

2,150

1,614

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  当社は、印刷物の一部について当社取締役工藤裕史が代表取締役社長である田宮印刷株式会社に発注をし

ております。金額につきましては複数の印刷会社と相見積りのうえ決定しております。   

 

 
 
（企業結合等関係） 

前事業年度(自平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 

   該当事項はありません。 
 

当事業年度(自平成 19 年９月１日 至 平成 20 年８月 31 日) 

   該当事項はありません。 
 

 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

１株当たり純資産額 145,319.24円
 

１株当たり純資産額 152,211.75円
 

１株当たり当期純利益 14,363.08円
 

１株当たり当期純利益 10,408.17円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

については、希薄化効果を有している潜在株式 

がないため記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

については、希薄化効果を有している潜在株式 

がないため記載しておりません。 
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
 

項目 
前事業年度 

(平成19年８月31日) 
当事業年度 

(平成20年８月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 2,625,628 2,750,161 

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円) 

─  ─  

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,625,628 2,750,161 

期末の普通株式の数(株) 18,068 18,068 

 

 ２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益(千円) 259,512 188,054 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─  ─  

普通株式に係る当期純利益(千円) 259,512 188,054 

期中平均株式数(株) 18,068 18,068 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

 当期純利益調整額 ─  ─  

 普通株式増加数（株） ─ ─ 

（うち新株引受権）                (─)                (─) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（株式

の数 195 株） 

新株予約権１種類（株式

の数 195 株） 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

当社は、設備投資及び短期借入金の返済を目的

として平成19年11月８日に開催された取締役会の

決議に基づき、次の通り資金の借入を実行してお

ります。 

 

(1) 借入先   山形銀行 

  借入金額  700百万円 

  借入条件  金利:1.550％(固定) 

        返済方法:年２回元金均等返済

        担保:無担保 

  借入実行日 平成19年11月16日   

  返済期限  平成26年７月31日 

 

(2) 借入先   三菱東京ＵＦＪ銀行 

  借入金額  480百万円 

  借入条件  金利:1.500％(固定) 

                返済方法:年２回元金均等返済

        担保:無担保 

  借入実行日 平成19年11月19日 

  返済期限  平成26年７月31日 

 

(3) 借入先   荘内銀行 

  借入金額  90百万円 

  借入条件  金利:1.600％(固定) 

        返済方法:年２回元金均等返済

        担保:無担保 

  借入実行日 平成19年11月22日 

  返済期限  平成26年７月31日 

                     

 

－ 
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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。 

前事業年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日）

当事業年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

前年同期比
事業部門別 品目 

生産高(千円) 生産高(千円) (％) 

ＰＩＳ事業部門 ラスク 993,901 1,129,534 13.6 

洋生菓子及び 
その他焼菓子等 

703,894 686,493 △2.5 

パン 294,468 304,016 3.2 ＭＩＳ事業部門 

計 998,363 990,510 △0.8 

合計           1,992,264 2,120,045 6.4 

(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。 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日)

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

前年同期比
事業部門別 品目 

販売高(千円) 販売高(千円)  (％) 

ラスク 2,041,390 2,046,279 0.2 

その他焼菓子等 198,783 161,026 △19.0 

洋生菓子 73,408 74,558 1.6 
ＰＩＳ事業部門 

計 2,313,582 2,281,863 △1.4 

洋生菓子 497,219 473,229 △4.8 

ラスク 441,051 519,102 17.7 

その他焼菓子等 413,160 413,381 0.1 

パン 394,413 402,607 2.1 

料飲 368,185 363,706 △1.2 

ＭＩＳ事業部門 

計 2,114,029 2,172,027 2.7 

合計 4,427,612 4,453,891 0.6 

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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６．役員の異動 

（１）代表者の異動 

   該当事項はありません。 

  

（２）その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

 

７．その他 

該当事項はありません。 
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