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1.  平成22年8月期第2四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年2月28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2四半期 2,046 △3.0 91 46.2 85 48.4 43 ―
21年8月期第2四半期 2,110 ― 62 ― 57 ― △31 ―

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2四半期 2,431.09 ―
21年8月期第2四半期 △1,765.16 ―

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2四半期 4,976 2,756 55.4 152,565.08
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2四半期  2,756百万円 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 ― 0.00
22年8月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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

－1－



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） 

(注)詳細は、４ページ「定性的情報・財務情報等」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 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第2四半期 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2四半期  ―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2四半期 18,068株 21年8月期第2四半期 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２四半期累計期間における我が国経済は、政府の月例経済報告によると、持ち直してきているもの

の、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況と判断されております。当社が依

存している個人消費につきましては、経済産業省の発表する商業販売統計速報の小売業販売額前年同月比

が16ヶ月振りにプラスに転じるなど、ようやく持ち直しの動きが見られるようになっております。 

このような経営環境の下、平成21年11月、当社では、主力商品のラスクに季節限定の新商品を追加する

などの施策をとって参りました。また、平成21年12月には、公益財団法人弦地域文化支援財団(当社の筆

頭株主、代表理事佐島清人(当社専務取締役))に「シベールアリーナ＆ライブラリー」及び「ファクトリ

ーメゾン」の建物等の一部を504百万円で譲渡し、財務体質の改善を図って参りました。 

 当第２四半期累計期間の売上高は、ラスクの通信販売が振るわなかったことから、前年同四半期に比べ

3.0％減収の2,046百万円となりました。損益につきましては販売費及び一般管理費が減少したこと等か

ら、営業利益は91百万円(前年同四半期比46.2％増)、経常利益は85百万円(前年同四半期比48.4％増)とな

りました。四半期純利益は前年同四半期に比べ改善し、43百万円(前年同四半期は31百万円の四半期純損

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4,976百万円となり、前事業年度末に比べ565百万円の減少となりました。主に有形固定資産の

譲渡504百万円があったことによるものであります。 

 (負債) 

 負債合計は2,220百万円となり、前事業年度末に比べ529百万円の減少となりました。短期借入金が300

百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が212百万円減少しております。 

  (純資産) 

 純資産は2,756百万円となり、前事業年度末に比べ35百万円の減少となりました。これは、四半期純利

益の計上43百万円、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25百万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２四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

172百万円増加し、448百万円となりました。 

 当第２四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、295百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上93

百万円、減価償却費の計上159百万円、売上債権の減少39百万円があったことにより、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) 

 投資活動の結果得られた資金は、442百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収

入505百万円がありましたが、一方で有形固定資産の取得による支出45百万円、無形固定資産の取得によ

る支出37百万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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(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、566百万円となりました。これは、短期借入金の減少額が300百万円、

長期借入金の減少額が212百万円、配当金の支払額が53百万円あったことによるものであります。 

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２四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。 

  

 表示方法の変更 

 当第２四半期累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日) 

   (キャッシュ・フロー計算書) 

     前第２四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりま

した「匿名組合投資損益」(前第２四半期累計期間2,819千円)は、重要性が増したため、当第２四

半期累計期間においては区分掲記することに変更しました。 

  

  

  

  

 

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２四半期会計期間末 
(平成22年２月28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 508,810 336,375

売掛金 86,727 126,437

たな卸資産 85,310 91,658

未収還付法人税等 － 63,155

その他 84,823 69,000

貸倒引当金 △1,732 △2,144

流動資産合計 763,939 684,484

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,048,980 2,610,674

機械及び装置（純額） 250,509 251,540

土地 1,165,763 1,165,763

その他（純額） 287,466 370,578

有形固定資産合計 3,752,719 4,398,555

無形固定資産 98,262 37,376

投資その他の資産   

投資有価証券 105,501 131,679

その他 256,368 289,975

貸倒引当金 △116 △127

投資その他の資産合計 361,752 421,527

固定資産合計 4,212,735 4,857,459

資産合計 4,976,674 5,541,944

負債の部   

流動負債   

買掛金 84,816 113,587

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 420,255 424,338

未払金 124,963 155,279

未払法人税等 72,488 22,649

賞与引当金 21,000 21,000

ポイント引当金 17,131 21,479

その他 74,059 64,628

流動負債合計 814,713 1,122,963

固定負債   

長期借入金 1,399,820 1,607,904

その他 5,595 18,965

固定負債合計 1,405,415 1,626,869

負債合計 2,220,128 2,749,833
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年２月28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 1,761,004 1,771,283

株主資本合計 2,803,500 2,813,779

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,954 △21,668

評価・換算差額等合計 △46,954 △21,668

純資産合計 2,756,545 2,792,110

負債純資産合計 4,976,674 5,541,944
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 2,110,377 2,046,999

売上原価 1,107,955 1,065,230

売上総利益 1,002,421 981,768

販売費及び一般管理費 940,086 890,643

営業利益 62,335 91,125

営業外収益   

受取利息 406 156

受取配当金 589 1,499

文化施設運営収入 11,811 －

受取賃貸料 － 6,285

雑収入 2,658 3,570

営業外収益合計 15,466 11,512

営業外費用   

支払利息 19,215 16,144

雑損失 1,320 1,487

営業外費用合計 20,535 17,632

経常利益 57,266 85,005

特別利益   

保険解約返戻金 24 1,840

匿名組合投資利益 2,819 13,370

有形固定資産売却益 － 494

貸倒引当金戻入額 140 －

特別利益合計 2,984 15,705

特別損失   

固定資産除却損 1,024 1,154

減損損失 76,189 －

投資有価証券評価損 10,291 86

関係会社株式評価損 － 6,000

特別損失合計 87,504 7,241

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △27,253 93,469

法人税、住民税及び事業税 30,088 49,878

法人税等調整額 △25,449 △334

法人税等合計 4,639 49,544

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,892 43,924
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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又は税引前四半期純損失
（△）

△27,253 93,469

減価償却費 179,894 159,336

減損損失 76,189 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,573 △422

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,400 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,383 △4,348

受取利息及び受取配当金 △996 △1,656

支払利息 19,215 16,144

匿名組合投資損益（△は益） － △13,370

固定資産売却損益（△は益） － △494

有形固定資産除却損 1,024 1,154

投資有価証券評価損益（△は益） 10,291 86

関係会社株式評価損 － 6,000

売上債権の増減額（△は増加） 86,139 39,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,441 6,349

仕入債務の増減額（△は減少） △26,991 △28,770

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） 10,140 4,568

その他 △51,801 △25,219

小計 301,828 252,536

利息及び配当金の受取額 996 1,656

利息の支払額 △18,553 △16,227

収用補償金の受取額 33,000 －

法人税等の還付額 － 63,155

法人税等の支払額 △43,075 △5,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,196 295,851

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 △180,000 △180,000

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 △341,206 △45,555

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 △2,685 △37,932

投資有価証券の取得による支出 △54,533 －

その他 △176 20,738

投資活動によるキャッシュ・フロー △398,601 442,661

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） 200,000 △300,000

長期借入金の返済による支出 △212,167 △212,167

配当金の支払額 △53,837 △53,911

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,004 △566,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,409 172,434

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 326,559 448,810
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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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

比較増減(自 平成20年９月１日
至 平成21年２月28日)

(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ＰＩＳ事業部 ラスク 527,655 49.9 484,342 47.5 △ 43,312 △8.2

洋生菓子及びそ
の他焼菓子等

－ － 8,994 0.9 8,994 －

小 計 527,655 49.9 493,337 48.4 △ 34,317 △6.5

ＭＩＳ事業部
洋生菓子及びそ
の他焼菓子等

360,847 34.1 343,882 33.7 △16,964 △4.7

パン 168,527 15.9 182,700 17.9 14,172 8.4

小 計 529,374 50.1 526,583 51.6 △2,791 △0.5

合 計 1,057,029 100.0 1,019,920 100.0 △37,108 △3.5

（2）販売実績

事業部別

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
比較増減(自 平成20年９月１日

至 平成21年２月28日)
(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ＰＩＳ事業部 ラスク 923,122 43.7 791,952 38.7 △131,169 △14.2

その他焼菓子等 53,133 2.5 64,732 3.2 11,598 21.8

洋生菓子 30,724 1.5 26,099 1.3 △4,625 △15.1

小計 1,006,980 47.7 882,783 43.2 △124,196 △12.3

ＭＩＳ事業部 洋生菓子 269,756 12.8 254,700 12.4 △15,056 △5.6

ラスク 239,716 11.4 307,161 15.0 67,445 28.1

その他焼菓子等 199,426 9.4 184,027 9.0 △15,398 △7.7

パン 223,347 10.6 251,791 12.3 28,443 12.7

料飲 171,149 8.1 166,534 8.1 △4,614 △2.7

小計 1,103,396 52.3 1,164,215 56.8 60,819 5.5

合計 2,110,377 100.0 2,046,999 100.0 △63,377 △3.0
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