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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年8月期第3四半期の業績（平成22年9月1日～平成23年5月31日） 
（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        ％

23年 8月期第3四半期 2,730    △9.7 130     13.8 122     17.1 7   △84.5
22年 8月期第3四半期 3,024    △3.4 114     95.3 105    113.9 50       －

 

 
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

23年 8月期第3四半期 434.64 － 
22年 8月期第3四半期 2,809.04 － 

 
（２）財政状態 

 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

23年 8月期第3四半期 4,585 2,739 59.7 151,625.63
22年 8月期 4,852 2,794 57.6 154,686.46

(参考)自己資本 23年8月期第3四半期 2,739百万円 22年8月期 2,794 百万円 

 
２．配当の状況 

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  
22年 8月期 － 0.00 － 3,000.00 3,000.00  
23年 8月期 － 0.00 －  

23年 8月期(予想)  － －  

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

  期末配当につきましては、未定であります。 

 
３．平成23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

東日本大震災の影響により、業績見通しの算定が困難なため、未定であります。



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、

表示方法等の変更の有無となります。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年8月期3Ｑ 18,068株 22年8月期 18,068株

② 期末自己株式数 23年8月期3Ｑ －株 22年8月期 －株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年8月期3Ｑ 18,068株 22年8月期3Ｑ 18,068株

 
 
※四半期レビュー手続き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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

該当事項はありません。 
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当第３四半期累計期間における我が国経済は、期中に発生した東日本大震災及び福島原発事故によ

り、大きな混乱に見舞われました。当社の事業が帰属する個人消費も、震災を境に大きな変化を見せて

おり、好不況の差が激しくなっているようです。 

このような経営環境の下、当社では、期首の平成22年９月にモバイルサイトを開設、ＥＣ分野に注力

し、商品面では、季節限定のラスクの投入等に努めて参りました。 

しかし、最大の需要期であるお歳暮シーズンに向けた新商品と販促活動が振るわなかったことから、

ＰＩＳ事業の売上が低迷、さらに平成23年３月11日に発生した東日本大震災はホワイトデー及びギフト

需要の最も盛り上がる時期にあたり、ＰＩＳ事業、ＭＩＳ事業ともに大きな影響を被りました。その後

ＭＩＳ事業においては、お見舞い用の特需が発生しておりますが、ＰＩＳ事業は震災後も振るわず、全

体を好転させるには至りませんでした。 

これらにより、当第３四半期累計期間の売上高は、前年同期に比べ9.7％減収の2,730百万円となり、

営業利益、経常利益は販売費及び一般管理費が減少したため、それぞれ前年同期に比べ13.8％増益の

130百万円、17.1％増益の122百万円となりました。四半期純利益は、一部店舗に減損損失68百万円を計

上したため、前年同期に比べ84.5％減益の７百万円となりました。 

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

  総資産は4,585百万円となり、前事業年度末に比べ267百万円の減少となりました。主に有形固定資産が

160百万円減少、長期借入金の返済等により現金及び預金が120百万円減少したことによるものでありま

す。 

 (負債) 

 負債合計は1,845百万円となり、前事業年度末に比べ212百万円の減少となりました。主に長期借入金が

217百万円減少しております。 

  (純資産) 

 純資産は2,739百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円の減少となりました。これは、四半期純利

益の計上が７百万円ありましたが、一方で剰余金の配当の実施54百万円、その他有価証券評価差額金が８

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３四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

210百万円減少し、251百万円となりました。 

 当第３四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、144百万円となりました。これは、主に減価償却費の計上額187百万

円、減損損失の計上額68百万円による資金の増加が、法人税等の支払額99百万円による資金の減少を上回

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、183百万円となりました。これは、主に定期預金の預入による支出270

百万円、有形固定資産の取得による支出63百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円による資金の

減少が、定期預金の払戻による収入180百万円を上回ったことによるものであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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) 

 財務活動の結果使用した資金は、171百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出217百

万円、配当金の支払額54百万円による資金の減少が、短期借入金の増加額100百万円を上回ったことによ

るものであります。 

  

平成23年８月期の業績予想につきましては、東日本大震災の当社の営業活動に及ぼす影響により、合理

的な算定が困難であるため、見通しが確定次第速やかに開示する予定です。 

  

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３四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に著しい変化が生じ

ておらず、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場合には、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。 

  但し、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい

変化が認められた場合は、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・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したもの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。 

  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日)を適用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の売上総利益が223千円、営業利益及び経常利益が978千円、税

引前四半期純利益が10,490千円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は26,359千円であります。 

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 401,919 522,647

売掛金 71,904 104,561

たな卸資産 90,605 83,258

その他 61,360 52,270

貸倒引当金 △1,056 △1,470

流動資産合計 624,733 761,266

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,896,615 1,993,188

機械及び装置（純額） 183,852 219,571

土地 1,141,408 1,165,763

その他（純額） 247,699 251,088

有形固定資産合計 3,469,575 3,629,611

無形固定資産 108,212 106,518

投資その他の資産   

投資有価証券 96,746 106,809

その他 286,212 248,785

貸倒引当金 △87 △102

投資その他の資産合計 382,871 355,491

固定資産合計 3,960,660 4,091,622

資産合計 4,585,393 4,852,889

負債の部   

流動負債   

買掛金 87,061 104,799

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 416,168 416,168

未払金 117,093 128,640

未払法人税等 32,854 96,274

賞与引当金 35,000 21,000

ポイント引当金 17,208 17,972

その他 33,962 75,827

流動負債合計 839,348 860,682

固定負債   

長期借入金 974,160 1,191,736

資産除去債務 26,718 －

その他 5,595 5,595

固定負債合計 1,006,473 1,197,331

負債合計 1,845,821 2,058,013
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 1,751,068 1,797,419

株主資本合計 2,793,564 2,839,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △53,992 △45,040

評価・換算差額等合計 △53,992 △45,040

純資産合計 2,739,571 2,794,875

負債純資産合計 4,585,393 4,852,889
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 3,024,321 2,730,514

売上原価 1,565,652 1,386,115

売上総利益 1,458,668 1,344,398

販売費及び一般管理費 1,343,720 1,213,610

営業利益 114,948 130,788

営業外収益   

受取利息 167 67

受取配当金 1,499 780

受取賃貸料 6,954 6,834

雑収入 6,647 3,052

営業外収益合計 15,268 10,735

営業外費用   

支払利息 23,175 17,424

雑損失 1,976 1,108

営業外費用合計 25,152 18,533

経常利益 105,064 122,990

特別利益   

保険解約返戻金 5,262 －

匿名組合投資利益 13,370 －

固定資産売却益 494 －

特別利益合計 19,127 －

特別損失   

固定資産除却損 1,478 11,224

減損損失 － 68,130

災害による損失 － 19,817

投資有価証券評価損 86 －

関係会社株式評価損 6,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,511

特別損失合計 7,565 108,684

税引前四半期純利益 116,627 14,306

法人税、住民税及び事業税 73,355 41,631

法人税等調整額 △7,482 △35,177

法人税等合計 65,873 6,453

四半期純利益 50,753 7,853
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 116,627 14,306

減価償却費 232,249 187,832

減損損失 － 68,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △698 △429

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,000 14,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △3,153 △764

受取利息及び受取配当金 △1,666 △847

支払利息 23,175 17,424

匿名組合投資損益（△は益） △13,370 －

固定資産売却損益（△は益） △494 －

固定資産除却損 1,478 11,224

投資有価証券評価損益（△は益） 86 －

関係会社株式評価損 6,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,511

売上債権の増減額（△は増加） 53,195 29,166

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,099 △7,346

仕入債務の増減額（△は減少） △21,276 △17,737

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,070 △53,385

その他 940 △16,308

小計 426,263 254,776

利息及び配当金の受取額 1,666 847

利息の支払額 △16,920 △12,085

法人税等の還付額 63,155 －

法人税等の支払額 △22,752 △99,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,413 144,317

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 △270,000 △270,000

定期預金の払戻による収入 180,000 180,000

有形固定資産の取得による支出 △48,268 △63,803

有形固定資産の売却による収入 505,411 －

無形固定資産の取得による支出 △71,450 △26,076

その他 22,404 △3,555

投資活動によるキャッシュ・フロー 318,097 △183,435

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） △300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △225,746 △217,576

配当金の支払額 △53,965 △54,033

財務活動によるキャッシュ・フロー △579,711 △171,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189,798 △210,727

現金及び現金同等物の期首残高 276,375 462,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 466,174 251,919
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該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものでありま

す。 

 当社の事業内容は、ラスク、洋生菓子、その他焼菓子等、パンの製造並びに販売及びレストランの運営

であり、その販売チャネルを基礎として、主に通信販売を行なう「ＰＩＳ(Personal Intelligence

System)事業」と、地域限定の店舗で対面販売を行なう「ＭＩＳ(Marketing Intelligence System)事業」

の２つを報告セグメントとしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期累計期間(自  平成22年９月１日  至  平成23年５月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△285,764千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「ＭＩＳ事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備・土地の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。 

  なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期累計期間においては68,130千円であります。  

  

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) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整 
(注)１

四半期損益計算
書計上額

(注)２ＰＩＳ事業 ＭＩＳ事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 967,914 1,762,599 2,730,514 ─ 2,730,514

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 967,914 1,762,599 2,730,514 ─ 2,730,514

セグメント利益(△損失) 241,950 174,602 416,553 △285,764 130,788

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第３四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 
(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。 

  

当第３四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

4. 補足情報

(1) 生産及び販売の状況

 ① 生産実績

セグメントの名称 内訳 生産金額(千円) 前年同四半期比（％）

ＰＩＳ事業

ラスク 576,690 83.7

洋生菓子及びその他焼菓子等 20,350 164.6

計 597,041 85.1

ＭＩＳ事業

洋生菓子及びその他焼菓子等 463,425 90.2

パン 275,979 97.8

計 739,404 92.9

合計 1,336,445 89.3

 ② 販売実績

セグメントの名称 内訳 販売金額(千円) 前年同四半期比（％）

ＰＩＳ事業

ラスク 846,042 78.7

その他焼菓子等 102,528 124.3

洋生菓子 19,343 61.6

計 967,914 81.4

ＭＩＳ事業

ラスク 502,003 100.9

パン 410,316 103.6

洋生菓子 352,111 92.3

その他焼菓子 267,114 88.4

料飲 231,053 89.4

計 1,762,599 96.0

合計 2,730,514 90.3
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