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１．平成26年8月期第１四半期の業績（平成25年9月1日～平成25年11月30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 ％

26年8月期第１四半期 770 △1.4 △75 ― △77 ― △49 ―

25年8月期第１四半期 780 △6.2 △78 ― △79 ― △54 ―
 

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

 26年8月期第１四半期 △3,447.81 ―

 25年8月期第１四半期 △3,037.50 ―
 

（２）財政状態
 

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

 26年8月期第１四半期 3,999 1,818 45.5

 25年8月期 4,007 1,906 47.6
 

(参考) 自己資本  26年8月期第１四半期 1,818百万円  25年8月期 1,906百万円
 

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

 25年8月期 ― 0 .00 ― 3,000 .00 3,000 .00

 26年8月期 ―

 26年8月期(予想) 0 .00 ― 3,000 .00 3,000 .00
 

３．平成26年8月期の業績予想（平成25年9月1日～平成26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) 1,879 9.7 38 ― 32 ― 11 ― 765 .59

通期 3,800 6.5 118 940.0 106 ― 48 234.1 3,340 .76
 



  

  

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ビュー手続きは終了しておりま

せん。 

  

本資料に記載され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。  

  

※ 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)  26年8月期１Ｑ 18,068株  25年8月期 18,068株

② 期末自己株式数  26年8月期１Ｑ 3,700株  25年8月期 3,700株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  26年8月期１Ｑ 14,368株  25年8月期１Ｑ 18,068株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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。  

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。 

  

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
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  ①資産、負債及び純資産の状況 

（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。 

  

平成26年８月期の業績予想につきましては、平成25年９月30日に公表致しました内容に変更ありませ

ん。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

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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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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) 

  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 

(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。 

  

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) 

  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 

(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。 

  

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(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
 

(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
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当第１四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。 

(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１四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

品目 生産金額(千円) 前年同四半期比（％）

ラスク 143,376 85.8

洋生菓子及びその他焼菓子等 148,358 103.3

パン 127,376 119.6

合計 419,111 100.5
 

 ② 販売実績

セグメントの名称 品目 販売金額(千円) 前年同四半期比（％）

ＰＩＳ事業

ラスク 149,319 80.2

その他焼菓子等 24,358 89.0

洋生菓子 6,068 85.5

計 179,747 81.5

ＭＩＳ事業

ラスク 148,071 95.5

パン 174,208 113.2

洋生菓子 94,403 106.1

その他焼菓子 89,943 117.1

料飲 83,879 97.9

計 590,505 105.4

合計 770,252 98.6
 

㈱シベール(2228)  平成26年8月期　第１四半期決算短信(非連結)

－8－




