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(百万円未満切捨て)

１．平成29年８月期第３四半期の業績（平成28年９月１日～平成29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 ％

29年８月期第３四半期 2,307 △2.8 △100 － △99 － △210 －

28年８月期第３四半期 2,374 △7.8 △54 － △55 － △44 －
　

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

29年８月期第３四半期 △146.20 －

28年８月期第３四半期 △30.76 －

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年８月期第３四半期 3,600 1,373 38.2

28年８月期 3,680 1,620 44.0

(参考) 自己資本 29年８月期第３四半期 1,373 百万円 28年８月期 1,620 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

28年８月期 － 00.00 － 30.00 30.00

29年８月期 － 00.00 －

29年８月期(予想) 30.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成29年８月期の業績予想（平成28年９月１日～平成29年８月31日）

(％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
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 3,152 △0.3 △72 － △69 － △185 － △128.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

（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) 29年８月期３Ｑ 1,806,800株 28年８月期 1,806,800株

② 期末自己株式数 29年８月期３Ｑ 370,000株 28年８月期 370,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年８月期３Ｑ 1,436,800株 28年８月期３Ｑ 1,436,800株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断す

る一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の月例経済報告国内景気基調判断によりますと、「一部に改善の

遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」と判断され、明確な回復傾向が見出せない状況が長く続いており

ます。当社の事業が依存する個人消費につきましても、「総じてみれば持ち直しの動きが続いている」とされてはおり

ますが、力強さを実感出来ない状況が続いております。

このような環境の下、より一層、地域社会になくてはならない存在となるべく、期初に仙台市若林区に新規出店する

など諸施策を実施して参りました。

　しかし、通信販売の苦戦が続いたこと等から、全社売上高は前期に比べ2.8％減少し、2,307百万円となりました。損

益につきましても、売上高の減少及び原価率の上昇等から、営業損失100百万円（前年同期54百万円）、経常損失99百万

円（前年同期55百万円）とそれぞれ悪化いたしました。四半期純損益につきましては、営業部門の一部に減損損失49百

万円を計上したこと及び繰延税金資産の一部49百万円を取崩したこと等から、赤字幅が拡大し、四半期純損失210百万円

（前年同期44百万円）となりました。

　報告セグメントごとの業績の概況につきましては、以下の通りです。

　（通信販売）

　お客様の特性に応じたきめ細かなフォローを行う「顧客数増加重視方式」の営業方針に改めましたが、効果が顕れる

まで予想より時間を要し、売上高は576百万円（前年同期653百万円）と大幅減となりました。セグメント利益又は損失

(営業利益又は損失)につきましても、売上高の大幅な減少及び新方式に伴う販促費の増加等から大幅に悪化し、セグメ

ント利益44百万円（前年同期97百万円）となりました。

　（店舗販売）

　期初に新規出店したこと等から、売上高は前年同期に比べ0.6％増加し、1,730百万円となりました。一方、セグメン

ト利益又は損失(営業利益又は損失)は、新店の開業に伴う一時的費用が嵩んだことや既存店の売上高が計画通りに進捗

しなかったこと等から、前年同期に比べ悪化し、セグメント利益120百万円（前年同期133百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

総資産は3,600百万円となり、前事業年度末に比べ80百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産が

減損損失49百万円の計上により、44百万円減少したことによるものであります。

（負債）

負債は2,226百万円となり、前事業年度末に比べ166百万円の増加となりました。これは、長期借入金の返済225

百万円を実施する一方、短期借入50百万円及び長期借入350百万円を実施したためであります。

（純資産）

純資産は1,373百万円となり、前事業年度末に比べ246百万円の減少となりました。これは、四半期純損失210百

万円の計上、剰余金の配当43百万円の実施等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月31日に公表した平成29年８月期の業績予想を修正致しました。詳細につきましては、本日別途公表

した「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年８月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 337,604 373,398

売掛金 70,379 55,079

たな卸資産 92,772 100,625

その他 86,620 45,528

貸倒引当金 △573 △462

流動資産合計 586,803 574,169

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,463,187 1,469,701

機械及び装置（純額） 81,911 84,459

土地 1,097,047 1,097,047

その他（純額） 211,006 157,512

有形固定資産合計 2,853,153 2,808,720

無形固定資産 12,269 10,627

投資その他の資産

投資有価証券 46,045 50,035

その他 182,858 157,302

貸倒引当金 △380 △358

投資その他の資産合計 228,524 206,978

固定資産合計 3,093,946 3,026,326

資産合計 3,680,750 3,600,496

負債の部

流動負債

買掛金 95,924 82,217

短期借入金 － 50,000

1年内返済予定の長期借入金 361,639 359,959

未払金 139,316 136,481

未払法人税等 10,320 8,793

賞与引当金 15,000 5,500

ポイント引当金 16,153 15,977

その他 36,175 27,554

流動負債合計 674,530 686,484

固定負債

長期借入金 1,345,603 1,471,333

資産除去債務 34,313 40,711

その他 5,595 28,065

固定負債合計 1,385,512 1,540,111

負債合計 2,060,042 2,226,596
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年８月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年５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 1,427,419 1,174,258

自己株式 △851,000 △851,000

株主資本合計 1,618,915 1,365,755

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,791 8,145

評価・換算差額等合計 1,791 8,145

純資産合計 1,620,707 1,373,900

負債純資産合計 3,680,750 3,600,496
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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27年９月１日
　至 平成28年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 2,374,437 2,307,792

売上原価 1,294,453 1,284,512

売上総利益 1,079,983 1,023,280

販売費及び一般管理費 1,134,072 1,123,961

営業損失（△） △54,088 △100,680

営業外収益

受取利息 17 2

受取配当金 426 351

受取賃貸料 7,505 8,900

貸倒引当金戻入額 31 21

雑収入 2,213 2,117

営業外収益合計 10,194 11,393

営業外費用

支払利息 10,535 10,073

雑損失 580 104

営業外費用合計 11,115 10,177

経常損失（△） △55,010 △99,465

特別利益

保険解約返戻金 - 5

固定資産売却益 60 -

投資有価証券売却益 3,100 -

特別利益合計 3,161 5

特別損失

固定資産除却損 66 580

減損損失 - 49,941

投資有価証券売却損 77 -

投資有価証券評価損 - 1,700

特別損失合計 144 52,223

税引前四半期純損失（△） △51,992 △151,683

法人税、住民税及び事業税 7,229 6,450

法人税等調整額 △15,025 51,923

法人税等合計 △7,796 58,373

四半期純損失（△） △44,196 △210,056
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期累計期間（ 自 平成27年９月１日 至 平成28年５月31日 ）

　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)２通信販売 店舗販売 計

売上高

外部顧客への売上高 653,489 1,720,948 2,374,437 － 2,374,437

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － ─

計 653,489 1,720,948 2,374,437 － 2,374,437

セグメント利益又は損失 97,894 133,298 231,193 △285,282 △54,088

(注) １ セグメント利益の調整額△285,282千円は、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っております。

Ⅱ 当第３四半期累計期間（ 自 平成28年９月１日 至 平成29年５月31日 ）

　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)２通信販売 店舗販売 計

売上高

外部顧客への売上高 576,843 1,730,949 2,307,792 － 2,307,792

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － ─

計 576,843 1,730,949 2,307,792 － 2,307,792

セグメント利益又は損失(△) 44,364 120,624 164,988 △265,669 △100,680

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△265,669千円は、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 セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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３．補足情報

（１）生産及び販売の状況

① 生産実績

　 当第３四半期累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次の通りであります。

品目 生産金額（千円） 前年同四半期比（％）

ラスク 412,462 98.5

洋生菓子及びその他焼菓子等 434,023 97.2

パン 375,099 103.3

合計 1,221,585 99.4

(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。

② 販売実績

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。

セグメントの名称 品目 販売金額（千円） 前年同四半期比（％）

ラスク 467,545 90.0

通信販売

その他焼菓子等 94,912 86.9

洋生菓子 8,637 42.1

パン 5,747 127.9

計 576,843 88.3

ラスク 412,749 103.1

パン 491,108 99.5

店舗販売
洋生菓子 303,040 103.2

その他焼菓子等 308,588 99.8

料飲 215,462 96.1

計 1,730,949 100.6

合計 2,307,792 97.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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