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1.  平成23年8月期第2四半期の業績（平成22年9月1日～平成23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 ％

23年8月期第2四半期 1,888 △7.7 70 △22.3 65 △23.1 △17 ―
22年8月期第2四半期 2,046 △3.0 91 46.2 85 48.4 43 ―

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2四半期 △949.49 ―
22年8月期第2四半期 2,431.09 ―

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2四半期 4,496 2,728 60.7 151,030.88
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2四半期  2,728百万円 22年8月期  2,794百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
期末配当につきましては、未定であります。 

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） ― ― ―

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  有  
平成23年３月11日に発生した「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、未定と致しました。確定次第速やかに開示する予定であり
ます。 



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「その他」をご覧ください。）

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） 23年8月期2Q 18,068株 22年8月期  18,068株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  ―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2Q 18,068株 22年8月期2Q 18,068株

※四半期レビュー手続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きの対象外であり、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ピュー手続きは終了しておりません。 

※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２四半期累計期間における我が国経済は、設備投資の持ち直しなどの改善の動きがみられるもの

の依然として低迷を続けております。当社の事業が属する個人消費は、エコポイントの縮小などに絡

み、特定の商品分野に偏った急激な需要増と反動減が続いております。これらの流れから外れた贈答用

の菓子等につきましては、低迷が続いているものと考えております。 

このような経営環境の下、当社では、平成22年９月にモバイルサイトを開設、またインターネットサ

イトも同時にリニューアルすることによって、一層伸び行くＥＣ分野に注力致しました。 

商品面では、季節限定のラスクの投入や山形・宮城県産の原材料の使用などに努めて参りました。ま

た、同月初めて「ラスク工場祭」を開催し、地域に根ざした活動を推し進めました。  

しかしながら、最大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事業の売上が低迷したため、当第２四半期累計期間の売上高は、前年同期に比べ7.7％減収の

1,888百万円となり、営業利益、経常利益もそれぞれ前年同期に比べ22.3％減益の70百万円、23.1％減

益の65百万円となりました。四半期純損益は、一部店舗に減損損失49百万円を計上したため、17百万円

の四半期純損失となりました。 

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

  総資産は4,496百万円となり、前事業年度末に比べ356百万円の減少となりました。主に長期借入金の返

済により現金及び預金が256百万円減少したことに加え、有形固定資産が126百万円減少したことによるも

のであります。 

 (負債) 

 負債合計は1,767百万円となり、前事業年度末に比べ290百万円の減少となりました。主に長期借入金が

208百万円、未払法人税等が42百万円及び買掛金が21百万円減少しております。 

  (純資産) 

 純資産は2,728百万円となり、前事業年度末に比べ66百万円の減少となりました。これは、その他有価

証券評価差額金が５百万円増加したものの、四半期純損失の計上17百万円及び剰余金の配当の実施54百万

円により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

256百万円減少し、205百万円となりました。 

 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、57百万円となりました。これは、主に減価償却費の計上額125百万

円、減損損失の計上額49百万円による資金の増加に対し、未払消費税等の減少額50百万円及び法人税等の

支払額65百万円による資金の減少が下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、51百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出

22百万円、無形固定資産の取得による支出25百万円があったこと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) 

 財務活動の結果使用した資金は、262百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出が208

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。 

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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平成23年８月期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」の当社の営

業活動に及ぼす影響や、損害額を精査し、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。 

  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第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２四半期累計期間の売上総利益が149千円、営業利益及び経常利益が652千円、税

引前四半期純利益が10,163千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２四半期会計期間末 
(平成23年２月28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 265,986 522,647

売掛金 96,430 104,561

たな卸資産 88,502 83,258

その他 53,356 52,270

貸倒引当金 △1,392 △1,470

流動資産合計 502,882 761,266

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,927,829 1,993,188

機械及び装置（純額） 195,884 219,571

土地 1,154,739 1,165,763

その他（純額） 224,368 251,088

有形固定資産合計 3,502,822 3,629,611

無形固定資産 114,812 106,518

投資その他の資産   

投資有価証券 111,075 106,809

その他 265,152 248,785

貸倒引当金 △92 △102

投資その他の資産合計 376,136 355,491

固定資産合計 3,993,770 4,091,622

資産合計 4,496,653 4,852,889

負債の部   

流動負債   

買掛金 83,093 104,799

1年内返済予定の長期借入金 416,168 416,168

未払金 124,722 128,640

未払法人税等 53,873 96,274

賞与引当金 21,000 21,000

ポイント引当金 17,217 17,972

その他 35,907 75,827

流動負債合計 751,981 860,682

固定負債   

長期借入金 983,652 1,191,736

資産除去債務 26,598 －

その他 5,595 5,595

固定負債合計 1,015,846 1,197,331

負債合計 1,767,827 2,058,013
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年２月28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 1,726,060 1,797,419

株主資本合計 2,768,556 2,839,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,730 △45,040

評価・換算差額等合計 △39,730 △45,040

純資産合計 2,728,825 2,794,875

負債純資産合計 4,496,653 4,852,889
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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21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 2,046,999 1,888,511

売上原価 1,065,230 959,986

売上総利益 981,768 928,525

販売費及び一般管理費 890,643 857,728

営業利益 91,125 70,797

営業外収益   

受取利息 156 64

受取配当金 1,499 776

受取賃貸料 6,285 4,652

雑収入 3,570 2,115

営業外収益合計 11,512 7,608

営業外費用   

支払利息 16,144 11,976

雑損失 1,487 1,041

営業外費用合計 17,632 13,018

経常利益 85,005 65,387

特別利益   

保険解約返戻金 1,840 －

匿名組合投資利益 13,370 －

固定資産売却益 494 －

特別利益合計 15,705 －

特別損失   

固定資産除却損 1,154 11,175

減損損失 － 49,911

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 7,241 70,598

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 93,469 △5,210

法人税、住民税及び事業税 49,878 24,990

法人税等調整額 △334 △13,046

法人税等合計 49,544 11,944

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,924 △17,155
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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21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23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
（△）

93,469 △5,210

減価償却費 159,336 125,428

減損損失 － 49,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） △422 △88

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,348 △755

受取利息及び受取配当金 △1,656 △840

支払利息 16,144 11,976

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 1,154 11,175

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） 39,710 3,888

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,349 △5,244

仕入債務の増減額（△は減少） △28,770 △21,706

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,568 △50,526

その他 △25,219 5,455

小計 252,536 132,975

利息及び配当金の受取額 1,656 840

利息の支払額 △16,227 △11,410

法人税等の還付額 63,155 －

法人税等の支払額 △5,269 △65,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 295,851 57,162

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 △45,555 △22,263

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 △37,932 △25,576

その他 20,738 △3,945

投資活動によるキャッシュ・フロー 442,661 △51,784

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 －

長期借入金の返済による支出 △212,167 △208,084

配当金の支払額 △53,911 △53,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △566,078 △262,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 172,434 △256,661

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 448,810 205,986
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該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当第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２四半期累計期間(自  平成22年９月１日  至  平成23年２月28日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△195,580千円は、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２四半期累計期間においては49,911千円であります。  

  

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 749,665 1,138,846 1,888,511 ─ 1,888,511

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 749,665 1,138,846 1,888,511 ─ 1,888,511

セグメント利益(△損失) 192,663 73,714 266,377 △195,580 70,797

(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２四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２四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 413,267 85.3

洋生菓子及びその他焼菓子等 11,870 132.0

計 425,138 86.2

ＭＩＳ事業

洋生菓子及びその他焼菓子等 310,657 90.3

パン 185,154 101.3

計 495,811 94.2

合計 920,950 90.3

 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 671,348 84.8

その他焼菓子等 61,381 94.8

洋生菓子 16,934 64.9

計 749,665 84.9

ＭＩＳ事業

ラスク 320,456 104.3

パン 257,588 102.3

洋生菓子 242,291 95.1

その他焼菓子 162,967 88.6

料飲 155,542 93.4

計 1,138,846 97.8

合計 1,888,511 92.3
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