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1.  平成22年8月期第1四半期の業績（平成21年9月1日～平成21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 ％

22年8月期第1四半期 843 0.8 △83 ― △86 ― △56 ―
21年8月期第1四半期 837 ― △83 ― △85 ― △58 ―

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

22年8月期第1四半期 △3,136.61 ―
21年8月期第1四半期 △3,245.48 ―

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

22年8月期第1四半期 5,521 2,660 48.2 147,275.60
21年8月期 5,541 2,792 50.4 154,533.46

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  2,660百万円 21年8月期  2,792百万円

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
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

21年8月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
0.00 ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22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  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

第2四半期 
累計期間

2,108 △0.1 114 82.9 103 79.9 52 ― 2,878.02

通期 4,273 △0.4 229 70.2 208 74.6 98 △9.2 5,423.95
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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、４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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 18,068株 21年8月期  18,068株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  ―株 21年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第1四半期 18,068株 21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 
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１四半期累計期間における我が国経済は、リーマン・ショック後の回復過程にあると言えますが、

深刻な需要不足から、物価が下落基調に陥りデフレと認定されるに至っております。当社が依存している

個人消費につきましては、百貨店売上高の前年割れが続くなど依然として厳しい状態が続いております。

このような経営環境の下、平成21年11月20日、年末のお歳暮需要と２月のバレンタイン商戦に向けて、

主力商品のラスクに１年半振りに季節限定の新商品を追加致しました。高級チョコレートをコーティング

した「チョコレートラスクル」であります。 

当第１四半期累計期間の売上高は、引き続き店舗販売が増収を確保出来たことから、前年同四半期に比べ

0.8％増収の843百万円となりました。営業損益につきましては原材料価格が総体としては上昇傾向にある

こと等から、前年同四半期と同額の83百万円の損失、経常損益につきましても86百万円の損失となりまし

た。四半期純損益につきましては、前年同四半期に比べ若干改善し、56百万円の損失となりました。 

なお、平成22年８月期の業績見通しにつきましては、計画に比べ大きな変動が無いことから、売上高は

前期に比べ0.4％減少の4,273百万円、利益につきましては減価償却費が減少すること等から、営業利益

229百万円(前期比70.2％増)、経常利益208百万円(前期比74.6％増)を見込んでおります。当期純利益につ

きましては、税金費用が前期に比べ増加することから98百万円(前期比9.2％減)を見込んでおります。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

  総資産は5,521百万円となり、前事業年度末に比べ20百万円の減少となりました。現金及び預金、たな

卸資産など流動資産が39百万円増加したものの、有形固定資産、投資有価証券など固定資産が59百万円減

少しました。 

  (負債) 

 負債合計は2,860百万円となり、前事業年度末に比べ110百万円の増加となりました。短期借入金が50百

万円、固定資産取得による未払金が30百万円、賞与引当金が21百万円増加しております。 

  (純資産) 

 純資産は2,660百万円となり、前事業年度末に比べ131百万円の減少となりました。これは、四半期純損

失の計上56百万円、剰余金の配当54百万円及びその他有価証券評価差額金が20百万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１四半期累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

72百万円減少し、203百万円となりました。 

 当第１四半期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、30百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上で資

金が79百万円減少しましたが、一方で減価償却費の計上82百万円、賞与引当金の増加21百万円、関係会社

株式評価損の計上6百万円により資金が増加し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、111百万円となりました。これは主に、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。 

  

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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(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、7百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額が50百万

円ありましたが、一方で長期借入金の返済による支出が13百万円、配当金の支払額が28百万円あったこと

によるものであります。 

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては平成21年９月30日付「平成21年８月期決算短信

(非連結)」に記載の業績予想と変更はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・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。 

  

   該当事項はありません。 

 

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21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 353,404 336,375

売掛金 103,563 126,437

たな卸資産 116,172 91,658

未収還付法人税等 63,155 63,155

その他 89,286 69,000

貸倒引当金 △1,787 △2,144

流動資産合計 723,794 684,484

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,573,388 2,610,674

機械及び装置（純額） 260,469 251,540

土地 1,165,763 1,165,763

その他（純額） 322,714 370,578

有形固定資産合計 4,322,335 4,398,555

無形固定資産 102,421 37,376

投資その他の資産   

投資有価証券 111,390 131,679

その他 261,799 289,975

貸倒引当金 △122 △127

投資その他の資産合計 373,067 421,527

固定資産合計 4,797,824 4,857,459

資産合計 5,521,619 5,541,944

負債の部   

流動負債   

買掛金 123,336 113,587

短期借入金 350,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 420,255 424,338

未払金 246,655 155,279

未払法人税等 21,934 22,649

賞与引当金 42,000 21,000

ポイント引当金 15,846 21,479

その他 36,608 64,628

流動負債合計 1,256,636 1,122,963

固定負債   

長期借入金 1,598,412 1,607,904

その他 5,595 18,965

固定負債合計 1,604,007 1,626,869

負債合計 2,860,643 2,749,833
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

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 1,660,406 1,771,283

株主資本合計 2,702,902 2,813,779

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41,927 △21,668

評価・換算差額等合計 △41,927 △21,668

純資産合計 2,660,975 2,792,110

負債純資産合計 5,521,619 5,541,944
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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)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 837,346 843,955

売上原価 459,542 477,367

売上総利益 377,804 366,587

販売費及び一般管理費 461,079 449,970

営業損失（△） △83,274 △83,382

営業外収益   

受取利息 14 9

受取配当金 71 809

文化施設運営収入 6,386 －

受取賃貸料 － 3,932

雑収入 2,085 1,292

営業外収益合計 8,557 6,044

営業外費用   

支払利息 9,557 8,669

雑損失 726 565

営業外費用合計 10,284 9,235

経常損失（△） △85,001 △86,574

特別利益   

保険解約返戻金 24 26

匿名組合投資利益 － 13,370

特別利益合計 24 13,396

特別損失   

固定資産除却損 413 468

投資有価証券評価損 76 －

関係会社株式評価損 － 6,000

特別損失合計 489 6,468

税引前四半期純損失（△） △85,466 △79,645

法人税、住民税及び事業税 2,496 2,379

法人税等調整額 △29,323 △25,353

法人税等合計 △26,827 △22,973

四半期純損失（△） △58,639 △56,672
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21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 △79,645

減価償却費 86,971 82,930

貸倒引当金の増減額（△は減少） △157 △361

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,200 21,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △525 △5,633

受取利息及び受取配当金 △85 △819

支払利息 9,557 8,669

匿名組合投資損益（△は益） － △13,370

有形固定資産除却損 413 468

投資有価証券評価損益（△は益） 76 －

関係会社株式評価損 － 6,000

売上債権の増減額（△は増加） 2,488 22,874

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,291 △24,512

仕入債務の増減額（△は減少） 2,318 25,852

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 △29,234

その他 13,172 20,725

小計 66,778 34,943

利息及び配当金の受取額 85 819

利息の支払額 △1,020 △1,668

収用補償金の受取額 33,000 －

法人税等の支払額 △48,065 △3,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,778 30,999

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 △90,000

有形固定資産の取得による支出 △187,625 △3,818

無形固定資産の取得による支出 △2,685 △36,952

投資有価証券の取得による支出 △36,800 －

その他 229 18,856

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,882 △111,914

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 50,000

長期借入金の返済による支出 △13,575 △13,575

配当金の支払額 △39,509 △28,481

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,915 7,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,188 △72,971

現金及び現金同等物の期首残高 516,968 276,375

現金及び現金同等物の四半期末残高 297,780 203,404
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（単位：千円、％） 

 
（注）金額は製造原価によっております。 

  

（単位：千円、％） 

 
  

(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．生産及び販売の状況

（1）生産実績

事業部別

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

比較増減(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ＰＩＳ事業部 ラスク 196,555 45.3 199,357 43.5 2,801 1.4

洋生菓子及びそ
の他焼菓子等

－ － 2,872 0.6 2,872 －

小 計 196,555 45.3 202,230 44.2 5,674 2.9

ＭＩＳ事業部
洋生菓子及びそ
の他焼菓子等

161,454 37.2 163,104 35.6 1,649 1.0

パン 76,322 17.6 92,528 20.2 16,206 21.2

小 計 237,776 54.7 255,633 55.8 17,856 7.5

合 計 434,332 100.0 457,863 100.0 23,530 5.4

（2）販売実績

事業部別

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
比較増減(自 平成20年９月１日

至 平成20年11月30日)
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ＰＩＳ事業部 ラスク 309,311 36.9 249,091 29.5 △60,219 △19.5

その他焼菓子等 16,479 2.0 21,589 2.6 5,109 31.0

洋生菓子 8,785 1.1 8,726 1.0 △58 △0.7

小計 334,576 40.0 279,408 33.1 △55,168 △16.5

ＭＩＳ事業部 洋生菓子 113,978 13.6 116,417 13.8 2,439 2.1

ラスク 108,135 12.9 144,365 17.1 36,229 33.5

その他焼菓子等 89,583 10.7 87,595 10.4 △1,987 △2.2

パン 100,355 12.0 126,205 15.0 25,850 25.8

料飲 90,716 10.8 89,962 10.7 △753 △0.8

小計 502,769 60.0 564,546 66.9 61,776 12.3

合計 837,346 100.0 843,955 100.0 6,608 0.8

－9－
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