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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年8月期第1四半期 837 ― △83 ― △85 ― △58 ―
20年8月期第1四半期 873 △0.1 △4 ― △11 ― △14 ―

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

21年8月期第1四半期 △3,245.48 ―
20年8月期第1四半期 △802.33 ―

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

21年8月期第1四半期 5,777 2,629 45.5 145,557.18
20年8月期 5,771 2,750 47.7 152,211.75

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  2,629百万円 20年8月期  2,750百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（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

20年8月期 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ― ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 2,121 △2.2 66 △71.9 56 △75.5 22 △80.2 1,263.39
通期 4,460 0.1 275 △45.6 250 △48.6 129 △31.0 7,181.09

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  18,068株 20年8月期  18,068株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  ―株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期  18,068株 20年8月期第1四半期  18,068株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   ・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 
   14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
   ・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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当第１四半期会計期間において、世界的な金融不安が一定の落ち着きを見せ、原油をはじめとする国際

商品相場も下落基調に入りましたが、我が国の実体経済は、過去に経験がないほど急速な悪化傾向を示す

に至っております。当社の事業が依存する個人消費につきましても、急速な雇用環境の悪化を背景に、一

層の萎縮を見せているようであります。 

このような経営環境におきまして、当社では当第１四半期会計期間に「シベールアリーナ＆ライブラリ

ー」と称する多目的ホールの使用を開始し、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

図って参りました。また、新しいジャンルの商品として洋風饅頭「懐菓子屋本舗 ひょっこりひょうたん

島」を新発売致しました。 

しかしながら、当第１四半期会計期間の売上高は、店舗販売は好調だったものの、ラスクの通信販売が

振るわなかったことから、前年同期比4.2％減の837百万円となりました。売上高の減少に加え「シベール

アリーナ＆ライブラリー」の稼動に伴なう減価償却費が増加したこと等により、営業損失83百万円（前年

同期は４百万円の営業損失）、経常損失85百万円（前年同期は11百万円の経常損失）、四半期純損失58百

万円（前年同期は14百万円の四半期純損失）となりました。 

  

  

（1）資産、負債、純資産の状況 

(資産) 

  総資産は5,777百万円となり、前事業年度末に比べ６百万円の増加となりました。これは、現金及び預

金等の流動資産が160百万円減少したものの、有形固定資産等の固定資産が166百万円増加したことによる

ものであります。 

  (負債) 

 負債合計は3,147百万円となり、前事業年度末に比べ126百万円の増加となりました。これは、短期借入

金100百万円の実施及び賞与引当金が19百万円増加したこと等によるものであります。 

  (純資産) 

 純資産は2,629百万円となり、前事業年度末に比べ120百万円の減少となりました。これは、主に利益剰

余金が112百万円減少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 

当第１四半期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219百万円

減少し、297百万円となりました。 

 当四半期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、50百万円となりました。これは主に、未収消費税の減少額39百万円、

収用補償金の受取額33百万円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、316百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出187百万円及び定期預金の預入による支出90百万円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、46百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額100百万円

がありましたが、一方で配当金の支払額39百万円があったことによるものであります。 

  

  

 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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平成20年10月15日に公表致しました平成21年８月期の業績予想を修正致しました。 

 詳細につきましては、本日、別途公表致しました「平成21年８月期業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。 

  

 ① 簡便な会計処理 

 ・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事業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。  

 ・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 

  限定する方法によっております。 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ため、前事業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。 

 ② 四半期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。 

  

①  四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財

務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)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ありません。 

  

  

 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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５．【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成20年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 447,780 576,968

売掛金 154,695 157,183

たな卸資産 102,065 84,774

その他 120,984 166,892

貸倒引当金 △3,191 △3,344

流動資産合計 822,334 982,473

固定資産

有形固定資産

建物 2,675,118 2,564,811

機械及び装置 289,485 286,732

土地 1,165,763 1,139,240

その他 396,623 400,297

有形固定資産合計 4,526,990 4,391,082

無形固定資産 22,006 20,282

投資その他の資産

投資有価証券 143,545 100,996

その他 262,660 276,642

貸倒引当金 △50 △54

投資その他の資産合計 406,155 377,585

固定資産合計 4,955,152 4,788,950

資産合計 5,777,487 5,771,423

負債の部 

流動負債

買掛金 124,686 122,368

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 424,334 424,334

未払金 250,356 160,345

未払法人税等 15,044 62,164

賞与引当金 43,200 24,000

ポイント引当金 20,414 20,939

その他 32,066 56,077

流動負債合計 1,010,101 870,228

固定負債

長期借入金 2,018,667 2,032,242

役員退職慰労引当金 99,578 99,578

その他 19,212 19,212

固定負債合計 2,137,458 2,151,033

負債合計 3,147,559 3,021,262

純資産の部

株主資本

資本金 488,355 488,355

資本剰余金 554,141 554,141

利益剰余金 1,604,684 1,717,528

株主資本合計 2,647,181 2,760,024

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17,253 △9,862

評価・換算差額等合計 △17,253 △9,862

純資産合計 2,629,927 2,750,161

負債純資産合計 5,777,487 5,771,423
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日) 

売上高 837,346 

売上原価 459,542 

売上総利益 377,804 

販売費及び一般管理費 461,079 

営業損失（△） △83,274 

営業外収益 

受取利息 14 

受取配当金 71 

文化施設運営収入 6,386 

その他 2,085 

営業外収益合計 8,557 

営業外費用 

支払利息 9,557 

雑損失 726 

営業外費用合計 10,284 

経常損失（△） △85,001 

特別利益 

保険解約返戻金 24 

特別利益合計 24 

特別損失 

固定資産除却損 413 

投資有価証券評価損 76 

特別損失合計 489 

税引前四半期純損失（△） △85,466 

法人税、住民税及び事業税 2,496 

法人税等調整額 △29,323 

法人税等合計 △26,827 

四半期純損失（△） △58,639 
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純損失（△） △85,466 

減価償却費 86,971 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △157 

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,200 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △525 

受取利息及び受取配当金 △85 

支払利息 9,557 

有形固定資産除却損 413 

投資有価証券評価損益（△は益） 76 

売上債権の増減額（△は増加） 2,488 

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,291 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,318 

未収消費税等の増減額（△は増加） 39,008 

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,900 

その他 13,172 

小計 66,778 

利息及び配当金の受取額 85 

利息の支払額 △1,020 

収用補償金の受取額 33,000 

法人税等の支払額 △48,065 

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,778 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △90,000 

有形固定資産の取得による支出 △187,625 

無形固定資産の取得による支出 △2,685 

投資有価証券の取得による支出 △36,800 

その他 229 

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,882 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 

長期借入金の返済による支出 △13,575 

配当金の支払額 △39,509 

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,915 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,188 

現金及び現金同等物の期首残高 516,968 

現金及び現金同等物の四半期末残高 297,780 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

（要約）前四半期損益計算書

科目

前第１四半期累計期間

（自 平成19年９月１日

至 平成19年11月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 873,657

Ⅱ 売上原価 475,596

売上総利益 398,061

Ⅲ 販売費及び一般管理費 402,366

営業損失(△) △4,304

Ⅳ 営業外収益 576

Ⅴ 営業外費用 8,157

経常損失(△) △11,885

Ⅵ 特別利益 8

Ⅶ 特別損失 1,777

税引前四半期純損失(△) △13,654

税金費用 842

四半期純損失(△) △14,496
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（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

科目

前第１四半期累計期間

（自 平成19年９月１日

 至 平成19年11月30日） 

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１.税引前四半期純損失 △ 13,654

２.減価償却費 70,365

３.貸倒引当金の減少額 △ 80

４.賞与引当金の増加額 24,000

５.受取利息及び受取配当金 △ 53

６.支払利息 6,949

７.固定資産除却損 1,777

８.売上債権の減少額 11,286

９.たな卸資産の増加額 △ 25,485

10.仕入債務の増加額 12,355

11.未払消費税等の減少額 △ 32,436

12.その他 25,281

小計 80,306

13.利息及び配当金の受取額 53

14.利息の支払額 △ 6,514

15.法人税等の支払額 △ 161,882

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 88,037

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 △ 40,000

２.定期預金の払戻による収入 80,000

３.有形固定資産の取得による支出 △ 125,162

４.その他 △ 620

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 85,783

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 △ 300,000

２.長期借入金の借入による収入 1,500,000

３.長期借入金の返済による支出 △ 13,575

４.配当金の支払額 △ 35,699

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,150,725

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 976,905

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 317,960

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,294,866
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（単位：千円、％） 

 
（注）金額は製造原価によっております。 

  

（単位：千円、％） 

 

  

６．生産及び販売の状況

（1）生産実績

事業部別

前年同四半期 当四半期

比較増減(平成20年８月期
第１四半期)

(平成21年８月期
第１四半期)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ＰＩＳ事業部 ラスク 213,788 47.8 196,555 45.3 △17,233 △8.1

ＭＩＳ事業部
洋生菓子及びそ
の他焼菓子等

158,149 35.4 161,454 37.2 3,305 2.1

パン 75,125 16.8 76,322 17.6 1,196 1.6

小 計 233,274 52.2 237,776 54.7 4,502 1.9

合 計 447,063 100.0 434,332 100.0 △12,730 △2.8

（2）販売実績

事業部別

前年同四半期 当四半期
比較増減(平成20年８月期

第１四半期)
(平成21年８月期
第１四半期)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ＰＩＳ事業部 ラスク 350,860 40.2 309,311 36.9 △41,549 △11.8

その他焼菓子等 32,547 3.7 16,479 2.0 △16,067 △49.4

洋生菓子 12,906 1.5 8,785 1.1 △4,120 △31.9

小計 396,314 45.4 334,576 40.0 △61,737 △15.6

ＭＩＳ事業部 洋生菓子 108,250 12.4 113,978 13.6 5,727 5.3

ラスク 100,075 11.4 108,135 12.9 8,060 8.1

その他焼菓子等 81,568 9.3 89,583 10.7 8,014 9.8

パン 94,841 10.9 100,355 12.0 5,514 5.8

料飲 92,606 10.6 90,716 10.8 △1,890 △2.0

小計 477,343 54.6 502,769 60.0 25,426 5.3

合計 873,657 100.0 837,346 100.0 △36,310 △4.2
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