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1.  平成24年8月期の業績（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年8月期 3,649 △0.2 91 △55.4 82 △57.9 △18 ―
23年8月期 3,657 △9.2 205 9.4 196 11.7 82 3.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年8月期 △1,036.69 ― △0.7 1.9 2.5
23年8月期 4,578.99 ― 2.9 4.2 5.6

（参考） 持分法投資損益 24年8月期  ―百万円 23年8月期  ―百万円

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

24年8月期 4,120 2,786 67.6 154,236.57
23年8月期 4,421 2,816 63.7 155,879.11

（参考） 自己資本   24年8月期  2,786百万円 23年8月期  2,816百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年8月期 333 △103 △341 163
23年8月期 324 △91 △420 276

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

23年8月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 54 65.5 1.9
24年8月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 54 △289.4 1.9
25年8月期(予想) ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 61.6

3. 平成25年 8月期の業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 1,953 6.6 69 148.0 69 252.5 30 ― 1,660.39
通期 3,900 6.9 183 99.6 185 124.0 88 ― 4,870.49



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期 18,068 株 23年8月期 18,068 株
② 期末自己株式数 24年8月期 ― 株 23年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数 24年8月期 18,068 株 23年8月期 18,068 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き
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 
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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当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要をきっかけに、概ね回復過程をたどって

参りましたが、欧州債務危機問題が拡大するにつれ外需が減速、その勢いが徐々に衰え、先行きの不透

明感が拭えない状態となりました。当社の事業が依存しております個人消費につきましても、震災後一

旦抑制された需要の復元や自動車の需要刺激策などから、底堅いと思われる局面もありましたが、やは

りその回復は鈍いものとなっております。 

このような経営環境の下、当社は、平成23年10月、仙台市太白区に「シベールの杜 富沢店」を開

設、また、平成24年６月に、仙台市泉区の「シベールの杜 桂店」震災の補修工事を兼ねて、好調のパ

ン売場を増床するなどの店舗政策をとって参りました。  

一方、通信販売におきましては、カタログデザインを一新するとともに、その投入頻度を高めるなど

の施策をとって参りました。主力商品のラスクにつきましては「カリカリアーモンドラスク」、「つぶ

つぶ苺チョコラスク」など焼菓子の製造技法を取り入れたいわゆるハイブリッド商品に注力して参りま

した。                   

これらの結果、当社の売上高は、店舗を中心とするＭＩＳ事業において前期に比べ3.8％の増収とな

る一方、通信販売が中心のＰＩＳ事業においてはカタログの当たり外れが大きく、前期に比べ7.6％の

減収となり、全社合計では前期に比べ0.2％減収の3,649百万円となりました。損益につきましては、採

算の良いラスクの比率が減り、洋生菓子、その他焼菓子等の売上比率が高くなったことから、売上原価

率が上昇し、営業利益は91百万円(前期比55.4％減)、経常利益は82百万円(前期比57.9％減)、当期純利

益は投資有価証券評価損46百万円を特別損失に計上したことに加えて、法人税率の引き下げ等に伴なう

繰延税金資産の取崩しにより18百万円の当期純損失(前期は82百万円の当期純利益)となりました。 

なお、次期の見通しにつきましては、新規店舗の設置等により、売上高は3,900百万円(前期比6.9%

増)、営業利益183百万円(前期比99.6%増)、経常利益185百万円(前期比124.0%増)、当期純利益88百万円

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4,120百万円となり、前事業年度末に比べ300百万円の減少となりました。流動資産合計は、

現金及び預金が112百万円減少したこと等により前事業年度末に比べ146百万円減少しました。固定資産

合計は、有形固定資産の新規取得120百万円がありましたが、減価償却費236百万円の計上、投資有価証

券24百万円の減により前事業年度末に比べ154百万円減少しております。 

  （負債） 

 負債合計は1,334百万円となり、前事業年度末に比べ270百万円の減少となりました。短期借入金が50

百万円減少、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が237百万円減少したことによるものであ

ります。 

  （純資産） 

 純資産は2,786百万円となり、前事業年度末に比べ29百万円の減少となりました。剰余金の配当54百

万円の実施、当期純損失18百万円の計上及びその他有価証券評価差額金が43百万円増加したことによる

ものであります。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（２）財政状態に関する分析
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② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度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112百万

円減少し、163百万円となりました。 

 当事業年度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、333百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上33

百万円、減価償却費の計上236百万円、投資有価証券評価損46百万円の計上、売上債権の減少21百万円

等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、103百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出116百万円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、341百万円となりました。これは、設備投資に伴なう長期借入れに

よる収入190百万円がありましたが、一方で短期借入金の減少50百万円、長期借入金の返済による支出

が427百万円及び配当金の支払額が54百万円あったことによるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  （注１）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

  （注２）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債 

      を対象としております。 

  （注３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  （注４）利払いはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。     

  

当社は株主の皆様への利益配分が、企業経営の観点から極めて重要と考えており、長期的な観点に立

って内部留保の充実と自己資本利益率の向上を図りながら、配当を継続的かつ安定的に行なうことを基

本方針としております。 

  当期の期末配当につきましては有価証券評価損の計上等により当期純損失となりましたが、上記方針

に基づき当初の予定通り１株につき3,000円の配当を実施する予定であります。 

  次期の期末配当につきましても上記の基本方針に基づき当期の配当金と同額とし、１株につき3,000

円の配当を実施する予定であります。 

平成20年８月期 平成21年８月期 平成22年８月期 平成23年８月期 平成24年８月期

自己資本比率 47.7％ 50.4％ 57.6％ 63.7％ 67.6％

時価ベースの自己資本比率 86.1％ 85.6％ 98.2％ 106.9％ 118.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

4.9倍 4.9倍 2.8倍 3.8倍 2.9倍

インタレスト・カバレッジ・
 レシオ

10.8倍 13.2倍 19.4倍 15.2倍 19.4倍

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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  当社が認識している事業等のリスクのうち、主要なものは以下の通りであります。 

① 主力製品への依存度が高いことについて 

当社の主力製品はラスクであり、当事業年度の売上高に占める割合は45.1％であります。  

ラスクはお菓子であって必需品ではないため消費意欲の影響を受けやすく、マーケットで好まれ

る嗜好そのものに変化が生じた場合や他の類似商品との競合が生じた場合、あるいは、他社の参入

等により競合が生じ、相対的に当社のラスクの競争力が低下した場合には、当社の業績は影響を受

ける可能性があります。 

② 生産拠点が特定地区へ集中していることについて 

上記の当社の主力製品ラスクは、山形市蔵王松ケ丘のラスク専用ライン「麦工房」で全量生産さ

れており、また、同施設にはＰＩＳ事業の受注設備等も附帯しております。更に、同一敷地内に洋

生菓子及びその他焼菓子等並びにパンの主要な生産拠点である「ファクトリーメゾン」も立地して

おり、当事業年度における生産高の64.2％が当該敷地内で行なわれております。従いまして、当該

地域において、地震、水害、火災等の災害が発生した場合には、当社の生産体制は深刻な影響を受

け、売上高が大幅に低下し、更に、工場等の修復又は代替のため多額の費用を要するなど、当社の

業績は甚大な影響を受ける可能性があります。 

③ 山形市及び仙台市とその周辺地域に対する売上依存度が高いことについて 

当社のＭＩＳ事業の出店地域は、現在、山形市及び仙台市並びにその周辺に限られております。

当事業年度の売上高に占めるＭＩＳ事業の売上高の割合は、67.6％であり、この地域において消費

動向が低迷した場合や異常気象及び大規模な震災等により経済情勢が悪化した場合には当社の業績

は影響を受ける可能性があります。 

④ 食品衛生管理及び食品の品質表示等について 

当社が属する食品業界における主な法的規制としては「食品衛生法」及び「農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）」等があります。 

 当社は、衛生管理、鮮度管理、温度管理を行なうことにより食品衛生上の諸問題の発生防止に取

り組んでおります。これらの取り組みに関わらず、当社において原材料、添加物、アレルゲン等の

誤表示や衛生上の諸問題が発生した場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 農産物の商品市況と為替の動向について 

当社の製品は食品であり、原材料は農産物又はその加工品であります。農産物市況の上昇が、当

社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、わが国においては農産物の自給率が低く、大部分を輸入に頼っているのが現状でありま

す。当社では、直接海外から原材料を調達しておりませんが、小麦を始め輸入比率の高い原材料を

多く使用している為、為替の動向が大きく変動した場合には、当社の業績は影響を受ける可能性が

あります。 

⑥ 個人情報の管理について 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」における個人情報取扱事業者に該当致します。当社は

保有する個人情報について、厳格な管理体制を構築し、情報セキュリティを確保するとともに、情

報の取扱い等に関する規定類の整備・充実や従業員等へ周知・徹底を図る等、適切な個人情報の管

理を徹底しております。なんらかの原因により個人情報が流出した場合、当社の信用を失うことや

損害賠償等により、当社の業績は影響を受ける可能性があります。また、個人情報取扱事業者とし

て法律の規定に違反した場合には、勧告、命令及び罰則を受ける可能性があります。 

（４）事業等のリスク
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⑦ 減損会計について 

当社では店舗毎の収益及びキャッシュ・フローの向上に努めておりますが、今後の店舗収益の状

況並びに地価の動向等によって、減損損失の認識をすべきであると判断した場合には、当社の業績

及び財政状態に影響が生じる可能性があります。 

  

  近の有価証券報告書(平成23年11月24日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため、開示を省略します。 

  

当社は、「日本の食卓の情景、ゆかしい贈り物の風習を豊かで創造的で幸福感に満ちたものものにす

る。そして、私たちも仕合わせになる。」ことを理念としております。当理念に基づき、地域社会に、

マーケットに、お客様になくてはならない存在となり、利益を計上し、税金を納め、雇用を創出し、教

育をし、待遇の改善を図っていくことを基本的な使命としております。 

当社は、経常利益の増大及び売上高経常利益率の向上を経営指標として重視しております。売上高経

常利益率につきましては15％を目標にしております。また、事業を拡大しながら、資産のスリム化及び

有利子負債比率の減少に努め、自己資本利益率の向上を図ることを経営の重要課題と位置づけておりま

す。 

当社は、洋菓子等の有店舗販売(ＭＩＳ事業)とラスク等の限定商品の通信販売等(ＰＩＳ事業)を事業

の両輪としており、この二つの事業の補完相乗を経営の基本戦略としております。お客様との直接交流

で培った製品群の中から、全国販売に適した商品を厳選し、通信販売等で全国に販売を行なっておりま

す。また、ＭＩＳ事業において観光型の大型店舗(シベールファクトリーメゾン)を置くことで、通信販

売のお客様にもリアルな企業イメージを提示しております。この二つの補完相乗をもって、「日本の食

卓の情景、ゆかしい贈り物の風習を豊かで創造的で幸福感に満ちたもの」にするため、商品開発及び販

売方法の研鑽に努めております。 

当社の事業基盤をより一層強化するため、以下の諸施策を推進していく所存であります。 

 商品に関しましては主力のラスクを伸ばすとともに洋生菓子並びにその他焼菓子等において新商品を

次々に開発、導入することによってＰＩＳ、ＭＩＳ両事業における商品力の強化を図って参ります。 

 財務に関しましては、有利子負債の減少を通じてバランスシートのスリム化を図る所存です。 

 人事に関しましては、新規採用及び中途採用によって優秀な人材を確保し、ＯＪＴによる社員教育に

よって当社の理念に沿った人材の育成に努め、製造及び販売の質を強化して参ります。 

  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当事業年度 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 336,093 223,937

売掛金 93,027 70,617

商品及び製品 12,073 12,811

仕掛品 11,808 12,542

原材料及び貯蔵品 61,128 65,988

未収入金 1,485 1,913

前払費用 26,111 25,409

繰延税金資産 19,355 18,978

未収還付法人税等 3,958 －

未収消費税等 18,551 5,286

その他 456 196

貸倒引当金 △1,310 △1,326

流動資産合計 582,737 436,355

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,881,599 3,006,222

減価償却累計額 △1,025,275 △1,133,389

建物（純額） 1,856,323 1,872,832

構築物 320,040 330,386

減価償却累計額 △212,756 △231,480

構築物（純額） 107,284 98,906

機械及び装置 879,371 889,590

減価償却累計額 △707,579 △729,053

機械及び装置（純額） 171,791 160,536

車両運搬具 36,072 40,644

減価償却累計額 △31,973 △36,397

車両運搬具（純額） 4,099 4,247

工具、器具及び備品 533,921 542,312

減価償却累計額 △454,768 △470,364

工具、器具及び備品（純額） 79,153 71,947

土地 1,097,820 1,097,820

建設仮勘定 78,323 472

有形固定資産合計 3,394,796 3,306,763

無形固定資産   

借地権 4,349 4,349

ソフトウエア 91,081 65,855

その他 5,879 5,411

無形固定資産合計 101,310 75,615
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当事業年度 
(平成24年８月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 98,653 74,540

関係会社株式 14,000 －

出資金 842 842

長期前払費用 15,925 14,334

繰延税金資産 94,520 76,105

敷金及び保証金 86,170 86,206

建設協力金 6,137 23,814

保険積立金 26,455 26,800

貸倒引当金 △84 △434

投資その他の資産合計 342,620 302,209

固定資産合計 3,838,726 3,684,588

資産合計 4,421,464 4,120,944

負債の部   

流動負債   

買掛金 101,880 96,356

短期借入金 50,055 －

1年内返済予定の長期借入金 406,168 425,768

未払金 114,787 118,244

未払費用 14,170 19,860

未払法人税等 40,013 49,091

未払消費税等 9,102 6,798

前受金 2,269 1,805

預り金 9,822 12,337

賞与引当金 21,000 21,000

ポイント引当金 16,956 17,096

その他 813 930

流動負債合計 787,039 769,288

固定負債   

長期借入金 785,568 528,200

資産除去債務 26,838 31,114

その他 5,595 5,595

固定負債合計 818,001 564,910

負債合計 1,605,041 1,334,198
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当事業年度 
(平成24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   

資本準備金 554,141 554,141

資本剰余金合計 554,141 554,141

利益剰余金   

利益準備金 7,830 7,830

その他利益剰余金   

別途積立金 1,600,000 1,600,000

繰越利益剰余金 218,118 145,183

利益剰余金合計 1,825,948 1,753,013

株主資本合計 2,868,444 2,795,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,020 △8,763

評価・換算差額等合計 △52,020 △8,763

純資産合計 2,816,423 2,786,746

負債純資産合計 4,421,464 4,120,944
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（２）損益計算書 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年９月１日
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日
 至 平成24年８月31日) 

売上高 3,657,012 3,649,922

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 12,503 12,073

当期製品製造原価 1,749,126 1,799,260

当期商品仕入高 140,354 157,722

合計 1,901,984 1,969,055

他勘定振替高 48,505 34,468

商品及び製品期末たな卸高 12,073 12,811

売上原価合計 1,841,405 1,921,775

売上総利益 1,815,607 1,728,146

販売費及び一般管理費   

配送費 87,222 84,392

販売促進費 210,253 217,019

包装費 86,572 91,129

貸倒引当金繰入額 1,310 1,326

役員報酬及び給料手当 524,859 540,155

賞与 28,666 31,399

賞与引当金繰入額 10,899 11,046

法定福利費 69,790 69,851

通信交通費 23,117 22,499

消耗品費 29,898 41,407

水道光熱費 67,321 67,572

賃借料 94,759 96,268

保険料 5,839 6,127

減価償却費 142,506 136,553

租税公課 39,432 37,805

支払手数料 70,340 64,934

その他 117,190 116,974

販売費及び一般管理費合計 1,609,981 1,636,466

営業利益 205,625 91,680

営業外収益   

受取利息 105 70

受取配当金 1,595 1,600

受取賃貸料 8,817 10,331

雑収入 4,185 4,804

営業外収益合計 14,704 16,807
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業外費用   

支払利息 22,747 17,591

貸倒引当金繰入額 － 349

商品自主回収関連費用 － 6,876

雑損失 1,173 1,071

営業外費用合計 23,920 25,888

経常利益 196,409 82,599

特別利益   

保険解約返戻金 － 24

固定資産売却益 20 －

受取補償金 70,000 －

特別利益合計 70,020 24

特別損失   

固定資産除却損 28,154 1,701

固定資産売却損 18 －

減損損失 68,130 －

災害による損失 19,817 －

投資有価証券評価損 － 46,251

投資有価証券売却損 － 474

関係会社株式売却損 － 621

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 125,632 49,048

税引前当期純利益 140,797 33,575

法人税、住民税及び事業税 48,201 33,513

法人税等調整額 9,863 18,792

法人税等合計 58,064 52,305

当期純利益又は当期純損失（△） 82,733 △18,730
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（３）株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年９月１日
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日
 至 平成24年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 488,355 488,355

当期末残高 488,355 488,355

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 554,141 554,141

当期末残高 554,141 554,141

資本剰余金合計   

当期首残高 554,141 554,141

当期末残高 554,141 554,141

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 7,830 7,830

当期末残高 7,830 7,830

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,600,000 1,600,000

当期末残高 1,600,000 1,600,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 189,589 218,118

当期変動額   

剰余金の配当 △54,204 △54,204

当期純利益又は当期純損失（△） 82,733 △18,730

当期変動額合計 28,529 △72,934

当期末残高 218,118 145,183

利益剰余金合計   

当期首残高 1,797,419 1,825,948

当期変動額   

剰余金の配当 △54,204 △54,204

当期純利益又は当期純損失（△） 82,733 △18,730

当期変動額合計 28,529 △72,934

当期末残高 1,825,948 1,753,013

株主資本合計   

当期首残高 2,839,915 2,868,444

当期変動額   

剰余金の配当 △54,204 △54,204

当期純利益又は当期純損失（△） 82,733 △18,730

当期変動額合計 28,529 △72,934

当期末残高 2,868,444 2,795,509
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △45,040 △52,020

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,980 43,257

当期変動額合計 △6,980 43,257

当期末残高 △52,020 △8,763

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △45,040 △52,020

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,980 43,257

当期変動額合計 △6,980 43,257

当期末残高 △52,020 △8,763

純資産合計   

当期首残高 2,794,875 2,816,423

当期変動額   

剰余金の配当 △54,204 △54,204

当期純利益又は当期純損失（△） 82,733 △18,730

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,980 43,257

当期変動額合計 21,548 △29,677

当期末残高 2,816,423 2,786,746
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（４）キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年９月１日
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 140,797 33,575

減価償却費 250,996 236,698

減損損失 68,130 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △178 365

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,016 140

受取利息及び受取配当金 △1,700 △1,671

支払利息 22,747 17,591

受取補償金 △70,000 －

固定資産売却損益（△は益） △2 －

固定資産除却損 28,154 1,701

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,511 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 46,251

投資有価証券売却損益（△は益） － 474

関係会社株式売却損益（△は益） － 621

売上債権の増減額（△は増加） 10,077 21,953

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,750 △6,333

仕入債務の増減額（△は減少） △2,918 △5,524

未収消費税等の増減額（△は増加） △18,551 13,264

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,282 △2,304

その他 △9,792 13,047

小計 380,221 369,851

利息及び配当金の受取額 1,700 1,671

利息の支払額 △21,313 △17,218

補償金の受取額 70,000 －

法人税等の還付額 － 3,288

法人税等の支払額 △105,657 △24,132

営業活動によるキャッシュ・フロー 324,950 333,460

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 △360,000 △360,000

定期預金の払戻による収入 360,000 360,000

有形固定資産の取得による支出 △106,202 △116,291

有形固定資産の売却による収入 43,591 －

無形固定資産の取得による支出 △26,346 △2,330

投資有価証券の売却による収入 － 19,267

関係会社株式の売却による収入 － 13,378

その他 △2,369 △17,760

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,326 △103,735
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

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） 50,055 △50,055

長期借入れによる収入 － 190,000

長期借入金の返済による支出 △416,168 △427,768

配当金の支払額 △54,065 △54,057

財務活動によるキャッシュ・フロー △420,177 △341,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,553 △112,156

現金及び現金同等物の期首残高 462,647 276,093

現金及び現金同等物の期末残高 276,093 163,937
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該当事項はありません。 

  

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

時価のないもの 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

  

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。 

イ 商品及び製品・仕掛品 

月別総平均法 

ロ 原材料・貯蔵品（包装資材） 

月別総平均法 

ハ 貯蔵品（消耗品） 

終仕入原価法 

  

③ 固定資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月以降に取得した建物(附属設備を除く)は、定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 
ロ 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。 

ハ 長期前払費用 

定額法 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

建物 15～39年

機械及び装置 10年
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④ 引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計算額を、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

ロ 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づく当期対応額を計上しておりま

す。 

ハ ポイント引当金 

販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイントの使用による

費用の発生に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上して

おります。 

⑤ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

⑥ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  

 
  

（７）追加情報

  (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

   当事業年度の期首以後に行なわれる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。

 （法人税率の変更等による影響）

   平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の

一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実

施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成

24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴ない、

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に

応じて以下の通りとなります。

平成24年９月１日から平成27年８月31日まで         37.76％

平成27年９月１日以降                              35.38％ 

この税率の変更により繰延税金資産の純額が10,938千円減少し、当事業年度に費用計上された法

人税等調整額の金額が10,938千円増加しております。
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※１  担保資産及び担保付債務 

担保に供されている資産及び担保付債務は以下のとおりであります。 

担保に供されている資産 

  

 
  

担保付債務 

  

 

 
  

※２  有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次の通りであります。 

  

 

 
  

※１ 他勘定振替高は、主として販売促進費に含まれております。  

  

※２  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

  

※３  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

  

 
  

（８）財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成23年８月31日)

当事業年度 
(平成24年８月31日)

建物 128,892千円 120,875千円

土地 39,900 〃 39,900 〃

計 168,792千円 160,775千円

前事業年度
(平成23年８月31日)

当事業年度 
(平成24年８月31日)

１年内返済予定の長期借入金 37,968千円 37,968千円

長期借入金 148,068 〃 110,100 〃

計 186,036千円 148,068千円

前事業年度
(平成23年８月31日)

当事業年度 
(平成24年８月31日)

車両運搬具 134千円 134千円

土地 208,330 〃 208,330 〃

計 208,464千円 208,464千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成22年９月１日
至  平成23年８月31日)

当事業年度
(自  平成23年９月１日
至  平成24年８月31日)

建物 14,017千円 ―千円

構築物 1,145 〃 ― 〃

機械及び装置 10,456 〃  1,395 〃

その他 2,534 〃  305 〃

計 28,154 〃  1,701 〃

前事業年度
(自  平成22年９月１日
至  平成23年８月31日)

当事業年度
(自  平成23年９月１日
至  平成24年８月31日)

13,476千円 12,842千円
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前事業年度 （自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金の支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの。 

 
  

当事業年度 （自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金の支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの。 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 18,068 ― ― 18,068

決議 株式の種類
配当金の総額 1株当たり配当金

基準日 効力発生日
（千円） （円）

平成22年11月23日 
定時株主総会

普通株式 54,204 3,000 平成22年8月31日 平成22年11月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 1株当たり配当金

基準日 効力発生日
（千円） （円）

平成23年11月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 54,204 3,000 平成23年8月31日 平成23年11月25日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 18,068 － － 18,068

決議 株式の種類
配当金の総額 1株当たり配当金

基準日 効力発生日
（千円） （円）

平成23年11月23日 
定時株主総会

普通株式 54,204 3,000 平成23年8月31日 平成23年11月25日

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 1株当たり配当金

基準日 効力発生日
（千円） （円）

平成24年11月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 54,204 3,000 平成24年8月31日 平成24年11月27日
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※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。 

  

   

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業部門別セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概

ね同一であります。  

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度(自  平成22年９月１日  至  平成23年８月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△378,517千円は、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、損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自  平成22年９月１日
至  平成23年８月31日)

当事業年度
(自  平成23年９月１日
至  平成24年８月31日)

現金及び預金 336,093千円 223,937千円

預入期間が３か月を超える     
定期預金

△60,000 〃 △60,000 〃

現金及び現金同等物 276,093千円 163,937千円

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整 
(注)１

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 1,280,125 2,376,887 3,657,012 ─ 3,657,012

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,280,125 2,376,887 3,657,012 ─ 3,657,012

セグメント利益 326,199 257,943 584,142 △378,517 205,625
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当事業年度(自  平成23年９月１日  至  平成24年８月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△369,387千円は、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、損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

  

前事業年度(自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

「５．生産、受注及び販売の状況(3)販売実績」に同様の情報を開示しているため、記載を省略し

ております。     

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦以外の外部顧客の売上高がないため、記載を省略しております。 
  

(2) 有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載は

ありません。     

  

当事業年度(自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

「５．生産、受注及び販売の状況(3)販売実績」に同様の情報を開示しているため、記載を省略し

ております。     

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦以外の外部顧客の売上高がないため、記載を省略しております。 

(2) 有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載は

ありません。     

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

財務諸表計上額
(注)２

ＰＩＳ事業 ＭＩＳ事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,183,289 2,466,632 3,649,922 ─ 3,649,922

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,183,289 2,466,632 3,649,922 ─ 3,649,922

セグメント利益 238,924 222,143 461,067 △369,387 91,680

【関連情報】
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前事業年度(自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日) 

 
  

当事業年度(自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日) 

 該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日) 

 該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整
損益計算書
計上額

ＰＩＳ事業 ＭＩＳ事業 計

減損損失 ― 68,130 68,130 ― 68,130

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

(持分法投資損益等)
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

     ２ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎 

 
  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、税効果会計関係、企業結

合等関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係、関連当事者情報に関する注記事項につきまして

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

当事業年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

 
１株当たり純資産額 155,879.11円 １株当たり純資産額 154,236.57円

 
１株当たり当期純利益 4,578.99円 １株当たり当期純損失 1,036.69円

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式がないた

め記載しておりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。

前事業年度
(平成23年8月31日)

当事業年度 
(平成24年8月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,816,423 2,786,746

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円）

─ ─

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,816,423 2,786,746

期末の普通株式の数（株） 18,068 18,068

項目
前事業年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

当事業年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 82,733 △18,730

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損
失(△)(千円)

82,733 △18,730

期中平均株式数(株) 18,068 18,068

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要

    新株予約権１種類 
      (株式の数150株)  ―   

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日)

当事業年度(自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日)

(開示の省略)
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当事業年度の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。 

ＰＩＳ事業におきましては、一般消費者からの注文に対し、受注後直ちに生産をする体制をとっているため、

受注残は極少量であります。また、ＭＩＳ事業におきましては、店舗の販売予測に基づき見込み生産を行なって

おりますので、受注残はありません。 

当事業年度の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。 

  

  

５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

事業部門別 品目

当事業年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

生産高(千円) 前年同期比(％)

ラスク 723,179 95.1

ＰＩＳ事業部 洋生菓子及びその他焼菓子等 31,588 114.8

計 754,768 95.8

ＭＩＳ事業部

洋生菓子及びその他焼菓子等 613,602 103.2

パン 430,890 117.6

計 1,044,492 108.7

合計 1,799,260 102.9

（２）受注実績

（３）販売実績

事業部門別 品目

当事業年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

販売高(千円) 前年同期比(％)

ＰＩＳ事業部

ラスク 948,567 84.6

その他焼菓子等 159,834 118.3

洋生菓子 74,887 314.4

計 1,183,289 92.4

ＭＩＳ事業部

洋生菓子 408,240 93.7

ラスク 698,316 100.3

その他焼菓子等 383,835 103.0

パン 619,433 114.7

料飲 356,806 107.5

計 2,466,632 103.8

合計 3,649,922 99.8
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開示内容が定まった時点で開示します。 

該当事項はありません。 

  

６．その他

（１）役員の異動

（２）その他
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