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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第43期

第１四半期累計期間
第44期

第１四半期累計期間
第43期

会計期間
自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日

自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日

自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日

売上高 (千円) 780,962 770,252 3,569,612

経常損失(△) (千円) △79,672 △77,375 △28,309

当期純利益又は四半期純損失(△) (千円) △54,881 △49,538 14,366

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 488,355 488,355 488,355

発行済株式総数 (株) 18,068 18,068 18,068

純資産額 (千円) 2,697,763 1,818,338 1,906,392

総資産額 (千円) 4,237,134 3,999,082 4,007,172

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) △3,037.50 △3,447.81 888.87

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 3,000

自己資本比率 (％) 63.7 45.5 47.6
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社を有していないため、記載しておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の一連の経済政策「アベノミクス」による運営を開

始して凡そ一年を経て、月例経済報告では、「緩やかに回復しつつある」と全般的な回復基調を鮮明にし

つつも、一方で輸出の判断が３カ月連続で引き下げられ、「弱含み」となるなど一本調子の急回復から複

雑な動きに変化して参りました。当社の事業が依存する個人消費につきましても、円安・株高の一方的な

進行が調整局面へ変化したことから、消費の勢いに一服感が見られ、その後、消費増税が正式に決定し駆

け込み需要が発生、再び拡大傾向となっております。

このような複雑な動きをする経営環境の下、当社では引き続き「菓子店は街のオアシス」をテーマに地

域社会に無くてはならない存在を目指し、経営活動を行なって参りました。　

洋菓子部門におきましては、ブッセをリニューアルし、「カシュカシュアンボア」として秋の感謝祭

(平成25年10月)に新発売するなどの施策をとって参りました。　

パン部門では、絶え間ない新商品の投入を行ないながら、同時に一部商品の価格改定を実施し、原材料

の価格上昇に対応しました。

ラスク部門におきましては、引き続きハイブリッド商品である「カリカリアーモンドラスク」「つぶつ

ぶ苺チョコラスク」に注力するとともに、一部の生活協同組合の宅配事業での販売や、仮想商店街「楽天

市場」への出店など、新しい販路の開拓に努めました。　

これらの取り組みにかかわらず、全社売上高は、通信販売を中心とするＰＩＳ事業が振るわなかったこ

とから、前年同期に比べ1.4％減収の770百万円となりました。四半期損益につきましては、売上高の減少

と売上原価率の上昇から売上総利益が減少しましたが、販売費及び一般管理費を低減することができたた

め、前年同期に比べ若干改善し、営業損失75百万円(前年同期は営業損失78百万円)、経常損失77百万円

(前年同期は経常損失79百万円)、四半期純損失49百万円(前年同期は四半期純損失54百万円)となりまし

た。
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セグメント別の業績の概要につきましては、以下の通りです。　

(ＭＩＳ事業)

山形及び仙台の店舗において、洋生菓子その他の焼菓子等、ラスク、パン等の販売及びレストラン等の

運営を行なう事業であり、当第１四半期におきましては前期に新規出店した「シベール 寒河江店」の効

果等から、売上高は前年同期に比べ5.4％増収の590百万円となりましたが、セグメント利益(営業利益)は

山形エリアのパン部門の原価率増から９百万円(前年同期比22.0％減)となりました。

(ＰＩＳ事業)

通信販売を中心とするＰＩＳ事業におきましては、カタログの送付回数を減らしたこと等から主力のラ

スクが振るわず、売上高は前期に比べ18.5％減収の179百万円、セグメント損失(営業損失)は２百万円(前

年同期はセグメント利益(営業利益)０百万円)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

(資産)

 総資産は3,999百万円となり、前事業年度末に比べ８百万円の減少となりました。主に流動資産が繰延

税金資産の増加等により33百万円増加しましたが、一方で減価償却費の計上等により有形固定資産が35百

万円減少、無形固定資産が７百万円減少したことによるものであります。

 (負債)

　負債合計は2,180百万円となり、前事業年度末に比べ79百万円の増加となりました。主に短期借入金が

70百万円増加したことによるものであります。

 (純資産)

　純資産は1,818百万円となり、前事業年度末に比べ88百万円の減少となりました。これは、四半期純損

失の計上49百万円、剰余金の配当43百万円、その他有価証券評価差額金の増加４百万円によるものであり

ます。この結果、自己資本比率は45.5％となり、前事業年度末比2.1ポイント減少しました。

　

(3) 研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の総額は、2,456千円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動について重要な変更はありません。

 

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社シベール(E00392)

四半期報告書

 4/15



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000

計 60,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年１月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,068 18,068
東京証券取引所　　　　　　
ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)

単元株制度を採用
しておりません。

計 18,068 18,068 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年11月30日 ― 18,068 ― 488,355 ― 554,141
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　
平成25年８月31日現

在

区分 株式数(株)
議決権の数

(個)
内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式
(自己株式等)

― ― ―

議決権制限株式
(その他)

― ― ―

完全議決権株式
(自己株式等)

(自己保有株式)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
普通株式 　3,700

―

株主としての権利内
容に制限のない、標
準となる株式であり

ます。

完全議決権株式
(その他)

普通株式　14,368 14,368 同上

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 18,068 ― ―

総株主の議決権 ― 14,368 ―
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成25年８月31日)に基づく株主名簿による記載をして

おります。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)　　　　
株式会社シベール

山形県山形市蔵王松ケ丘
二丁目１番３号

3,700 ― 3,700 20.48

計 ― 3,700 ― 3,700 20.48
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成25年９月１日か

ら平成25年11月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年９月１日から平成25年11月30日まで)に係る

四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 224,794 201,157

売掛金 84,118 101,120

たな卸資産 104,212 117,179

その他 65,204 93,168

貸倒引当金 △1,640 △1,950

流動資産合計 476,689 510,674

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,771,073 1,746,286

機械及び装置（純額） 144,057 136,562

土地 1,097,820 1,097,820

その他（純額） 168,670 165,645

有形固定資産合計 3,181,622 3,146,314

無形固定資産 54,200 47,116

投資その他の資産

投資有価証券 58,019 63,855

その他 237,745 232,210

貸倒引当金 △1,105 △1,088

投資その他の資産合計 294,659 294,976

固定資産合計 3,530,482 3,488,408

資産合計 4,007,172 3,999,082

負債の部

流動負債

買掛金 115,627 115,233

短期借入金 100,000 170,000

1年内返済予定の長期借入金 424,868 424,868

未払金 124,429 160,381

未払法人税等 1,938 1,976

賞与引当金 17,500 35,000

ポイント引当金 18,188 16,179

その他 71,613 39,837

流動負債合計 874,166 963,477

固定負債

長期借入金 1,189,332 1,179,840

資産除去債務 31,686 31,831

その他 5,595 5,595

固定負債合計 1,226,613 1,217,266

負債合計 2,100,779 2,180,744
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年11月30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 1,713,175 1,620,533

自己株式 △851,000 △851,000

株主資本合計 1,904,672 1,812,030

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,720 6,308

評価・換算差額等合計 1,720 6,308

純資産合計 1,906,392 1,818,338

負債純資産合計 4,007,172 3,999,082
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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24年９月１日
　至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日
　至 平成25年11月30日)

売上高 780,962 770,252

売上原価 439,066 443,600

売上総利益 341,895 326,652

販売費及び一般管理費 420,860 401,824

営業損失（△） △78,964 △75,172

営業外収益

受取配当金 33 －

受取賃貸料 2,513 2,493

貸倒引当金戻入額 7 16

雑収入 458 535

営業外収益合計 3,013 3,045

営業外費用

支払利息 3,472 4,747

雑損失 248 501

営業外費用合計 3,721 5,248

経常損失（△） △79,672 △77,375

特別利益

固定資産売却益 － 69

特別利益合計 － 69

特別損失

固定資産除却損 － 811

固定資産売却損 40 －

特別損失合計 40 811

税引前四半期純損失（△） △79,712 △78,117

法人税、住民税及び事業税 2,247 △112

法人税等調整額 △27,078 △28,466

法人税等合計 △24,831 △28,579

四半期純損失（△） △54,881 △49,538
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　  当第１四半期会計期間(自　平成25年９月１日　至　平成25年11月30日)

　　　該当事項はありません。　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。　

　
前第１四半期累計期間

(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日)

減価償却費 54,504千円 51,064千円
 

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成24年９月１日 至 平成24年11月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月23日
定時株主総会

普通株式 54,204 3,000 平成24年８月31日 平成24年11月27日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自 平成25年９月１日 至 平成25年11月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月23日
定時株主総会

普通株式 43,104 3,000 平成25年８月31日 平成25年11月26日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成24年９月１日 至 平成24年11月30日)

１．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

　 　 　 　 (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 220,549 560,412 780,962 ─ 780,962

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 220,549 560,412 780,962 ─ 780,962

セグメント利益 513 12,182 12,695 △91,660 △78,964
 

(注) １　セグメント利益の調整額△91,660千円は、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損失と調整を行なっております。

　

２．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

 該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成25年９月１日 至 平成25年11月30日)

１．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

　 　 　 　 (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 179,747 590,505 770,252 ─ 770,252

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 179,747 590,505 770,252 ─ 770,252

セグメント利益又は損失(△) △2,731 9,497 6,766 △81,938 △75,172
 

(注) １　セグメント利益の調整額△81,938千円は、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損失と調整を行なっております。

　

２．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

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日)

　 １株当たり四半期純損失金額 3,037円 50 銭 3,447円 81 銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純損失金額(千円) 54,881 49,538

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 54,881 49,538

    普通株式の期中平均株式数(株) 18,068 14,368
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   渡   辺   雅   章   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   有   倉   大   輔   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年１月14日

株式会社シベール

取締役会  御中

 

　

 

　
 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社シベールの平成25年９月１日から平成26年８月31日までの第44期事業年度の第１四半期会計期間(平

成25年９月１日から平成25年11月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年９月１日から平成25年11月30

日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シベールの平成25年11月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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