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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年5月期第2四半期 1,681 ― △694 ― △668 ― △837 ―
20年5月期第2四半期 1,811 △31.9 △571 ― △548 ― △340 ―

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

21年5月期第2四半期 △27,164.15 ―
20年5月期第2四半期 △11,075.94 ―

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

21年5月期第2四半期 4,157 2,469 56.2 75,799.45
20年5月期 4,865 3,926 77.2 121,890.98

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  2,335百万円 20年5月期  3,756百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 4,000 12.6 △1,250 ― △1,250 ― △1,600 ― △51,921.08

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．連結業績予想につきましては、平成20年12月24日付で公表いたしました数値に変更はありません。上記の予想は、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  30,816株 20年5月期  30,816株
② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  ―株 20年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  30,816株 20年5月期第2四半期  30,782株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年夏に米国を中心に発覚したサブプライムローン問題に端を

発した金融市場の混乱が、信用収縮を引き起こし、欧米を中心とした金融機関等の経営状態が急速に悪化しました。

また、米国大手投資銀行等の破綻等を始め、世界金融市場の回復は、国際協調による金融政策が矢継ぎ早に出されて

はいるものの、先行きが不透明な状況です。当該期間においては、為替相場ではリスク回避のための円買いによる、

急激な円高が進行し、対ユーロ及びその他の新興国を含めたほぼ全ての通貨に対して対ドル以上の大幅な円高が進行

しました。それに伴い輸出中心の国内優良企業を中心に多くの企業業績を圧迫し急激な雇用調整、消費悪化という負

のスパイラルに陥っております。 

そのような状況のもと、当社が属します、玩具・エンタテイメント業界も急激な個人消費の減速による影響は避

けられない状況となってまいりました。 

当社グループ（当社及び連結子会社）は従来の主力であります大手玩具メーカー向けのOEM製品の企画・開発・生

産と前期の業績の不振の主因となりましたオリジナル商品の企画・開発・生産及び販売に注力し、事業を進めてまい

りました。 

当第２四半期累計期間の連結の売上高は、企画開発売上につきましてはほぼ昨年同期並みに進捗しました。 

製品売上につきましてOEM製品は、株式会社バンダイより発売しました「∞エダマメ」シリーズ、「ケータイ捜査

官７」シリーズの関連製品、平成20年11月22日発売の「たまごっちプラスカラー」の初動発売については堅調に推移

しました。また、株式会社セガトイズより発売しました「ホームスターSpa」、株式会社ハピネットより「タクシー

ウォーカー」等の新製品を投入し、堅調に推移しました。 

オリジナル商品につきまして「お料理気分♪ふろずきんチャンのたのしーバスタイム」シリーズは第２四半期累

計期間を通じ、好調な売上で推移しました。一方で、「うちの３姉妹」シリーズ、平成20年10、11月度で売上を見込

んでおりました「キャラボッツ」シリーズ、スロットカー関連商品「GSLOT」シリーズ等の売上が低迷しました。  

権利売上につきましては、「たまごっち」シリーズ等の売上が昨年同期を下回りました。 

以上の結果、売上高は16億81百万円（前年同期比7.2％減）となりました。 

利益面につきましては、前事業年度下半期から固定費の削減に努めましたが、前掲の売上高の減少（特に権利売

上）及び一部商品の評価減等により、営業損失６億94百万円（前年同期は営業損失５億71百万円）、経常損失６億68

百万円（前年同期は経常損失５億48百万円）となりました。また、四半期純損失は、株式会社ウィズの繰延税金資産

の回収可能性について見直し、過年度計上の繰延税金資産を取り崩した結果、８億37百万円（前年同期は四半期純損

失３億40百万円）となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間より、株式会社ウィズダムは重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

   

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

①おもちゃ事業  

  おもちゃ事業については、OEM製品は前掲の「∞エダマメ」、「ケータイ捜査官７」関連製品、「たまごっちプラ

スカラー」、「ホームスターSpa」、「タクシーウォーカー」等、前年同期に比較し堅調に推移した製品もあります

が、『プリキュア』シリーズ関連製品及び「たまごっち」海外製品ロイヤリティーの売上高は前年同期と比較して減

少しました。 

 オリジナル商品については、「お料理気分♪ふろずきんチャンのたのしーバスタイム」シリーズが堅調に推移した

ものの「うちの３姉妹」シリーズ、「キャラボッツ」シリーズ、「GSLOT」シリーズ等の売上高は低迷いたしまし

た。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間のおもちゃ事業の売上高は16億60百万円（前年同期比4.2％減）となりまし

た。 

②その他事業 

  その他事業のペット・アパレル事業については、収益構造の改善を目的に、第１四半期連結会計期間より製造・

小売事業からの撤退をおこないライセンス事業への転換を進めております。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間のその他事業の売上高は20百万円（前年同期比72.9％減）となりました。 

  

 なお、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、当第１四半期連結

会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年同期比

較に関する情報は参考として記載しております。  

  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 



 当第２四半期末における総資産は、前期末に比べ２億97百万円減少し41億57百万円となりました。これは主に固定

資産の長期繰延税金資産が１億84百万円減少したことや、受取手形及び売掛金が１億57百万円減少したことによるも

のです。 

 負債につきましては、前期末に比べ６億49百万円増加し16億88百万円となりました。これは主に短期借入金が７億

60百万円増加したことによるものです。 

 純資産につきましては、前期末に比べ９億47百万円減少し24億69百万円となりました。これは主に利益剰余金の減

少８億86百万円によるものです。 

  

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前期末と比べ１億５百万円増加

し、17億71百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は４億48百万円（前年同期は８億17百万円の減少）となりました。これは売上債権の

減少額が１億23百万円となる等、資金の増加要因はありましたが、税金等調整前四半期純損失が６億64百万円あった

こと等によるものです。 

 

（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１億65百万円（前年同期は３億50百万円の減少）となりました。これは出資金の払

込が１億78百万円あったこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は７億13百万円（前年同期は56百万円の減少）となりました。これは短期借入金によ

る収入が７億60百万円あったこと等によるものです。 

  

 通期の業績予想につきましては、平成20年12月24日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②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、連結会計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。 

③税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結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 

（会計処理の変更） 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、企画・開発支出金については個別法による原価法、



製品及び原材料については、総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、企画・開

発支出金については個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）、製品及び原材料については、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

89,651千円増加しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が会計基準等適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,773,842 1,671,588

受取手形及び売掛金 761,799 919,665

商品及び製品 162,306 134,440

仕掛品 136,971 78,312

原材料及び貯蔵品 39,708 41,061

その他 132,497 250,100

貸倒引当金 △5,230 △5,420

流動資産合計 3,001,896 3,089,749

固定資産   

有形固定資産 100,594 115,093

無形固定資産   

のれん 20,376 21,751

その他 10,211 11,191

無形固定資産合計 30,587 32,943

投資その他の資産   

投資有価証券 581,389 613,698

その他 442,880 603,793

投資その他の資産合計 1,024,270 1,217,492

固定資産合計 1,155,452 1,365,529

資産合計 4,157,348 4,455,278

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 285,670 276,145

短期借入金 810,000 50,000

その他 236,737 378,986

流動負債合計 1,332,408 705,131

固定負債   

退職給付引当金 61,433 64,793

その他 294,202 268,202

固定負債合計 355,636 332,996

負債合計 1,688,044 1,038,127



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 555,235 555,235

資本剰余金 587,435 587,435

利益剰余金 1,229,563 2,115,982

株主資本合計 2,372,233 3,258,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,440 △4,286

為替換算調整勘定 △2,956 △3,955

評価・換算差額等合計 △36,397 △8,242

少数株主持分 133,468 166,741

純資産合計 2,469,303 3,417,151

負債純資産合計 4,157,348 4,455,278



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 1,681,829

売上原価 1,203,344

売上総利益 478,484

販売費及び一般管理費 1,173,456

営業損失（△） △694,972

営業外収益  

受取利息 3,859

受取配当金 8,025

為替差益 14,803

その他 2,905

営業外収益合計 29,594

営業外費用  

支払利息 2,863

その他 6

営業外費用合計 2,870

経常損失（△） △668,248

特別利益  

匿名組合投資利益 20,996

特別利益合計 20,996

特別損失  

固定資産除却損 1,609

投資有価証券評価損 96

割増退職金 13,823

店舗閉鎖損失 1,378

特別損失合計 16,907

税金等調整前四半期純損失（△） △664,159

法人税等 208,134

少数株主損失（△） △35,203

四半期純損失（△） △837,090



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △664,159

減価償却費 27,466

のれん償却額 3,375

匿名組合投資損益（△は益） △20,996

組合等受入損益(△は益)・純額 121,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） △190

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,359

受取利息及び受取配当金 △11,885

支払利息 2,863

為替差損益（△は益） 677

固定資産除売却損益（△は益） 1,609

売上債権の増減額（△は増加） 123,325

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,172

仕入債務の増減額（△は減少） △22,023

その他 82,750

小計 △444,327

利息及び配当金の受取額 11,848

利息の支払額 △2,863

法人税等の支払額 △13,147

営業活動によるキャッシュ・フロー △448,489

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △8,691

無形固定資産の取得による支出 △1,090

関係会社株式の取得による支出 △2,000

出資金の払込による支出 △178,348

出資金の分配による収入 28,050

貸付けによる支出 △48,180

貸付金の回収による収入 26,996

その他 17,496

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,766

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） 760,000

配当金の支払額 △46,224

財務活動によるキャッシュ・フロー 713,776

現金及び現金同等物に係る換算差額 98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,617

現金及び現金同等物の期首残高 1,665,097

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 6,378

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,771,093



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 おもちゃ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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。 

  



（７）重要な後発事象 

 当社は、平成20年12月24日開催の取締役会において、希望退職者の募集をおこなうことを決議いたしました。

その概要は次のとおりであります。 

１．希望退職者募集の理由 

 世界的な経済危機に伴う消費低迷に加え、国内市場における一段の少子化の進行及び嗜好の多様化等の影響に

より、当社事業全体、とりわけオリジナル事業及び新規事業の採算が急速に悪化しております。来期以降の事業

の安定化及び収益体質の健全化を目的とし、希望退職者の募集を実施することとします。 

２．希望退職者募集の概要 

（１）募集人数 

    40名程度 

（２）対象者 

    平成20年12月25日在籍の正社員 

（３）募集期間 

    平成20年12月25日から平成21年１月15日 

（４）退職日 

    平成21年３月15日（予定） 

（５）損失見込額 

募集どおりの応募があった場合、今期中に割増退職金の支給による特別損失が100,000千円程度発生す

る見込であります。 

（６）その他 

今回の希望退職者に対し、所定の退職金のほか割増退職金を上乗せ支給します。さらに希望者に対して

は再就職支援を実施します。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,811,530  100.0

Ⅱ 売上原価        1,071,578  59.2

売上総利益        739,951  40.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,311,472  72.3

営業損失（△）       △571,521 △31.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  3,351            

２．受取配当金  9,139            

３．為替差益  9,587            

４．その他  4,342  26,420  1.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1,118            

２．株式交付費  1,591            

３．その他  306  3,016  0.2

経常損失（△）       △548,116 △30.3

Ⅵ 特別利益                  

１．匿名組合事業益  42,989            

２．関係会社株式売却益  25,109            

３．固定資産売却益  321  68,421  3.8

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  1,156            

２．ソフトウェア評価損  364  1,520  0.1

税金等調整前中間純損失
（△）       △481,216 △26.6

法人税、住民税及び事業
税  19,647            

法人税等調整額 △133,956 △114,308 △6.3

少数株主損失        25,968  1.5

中間純損失（△）       △340,939 △18.8

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純損失
（△） 

△481,216

減価償却費  42,191

匿名組合事業益 △42,989

ソフトウェア評価損  364

貸倒引当金の増減額（減
少：△）  7,650

退職給付引当金の増減額
（減少：△）  2,041

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△） 

△20,628

受取利息及び受取配当金 △12,490

支払利息  1,118

為替差損益（差益：△）  6,760

固定資産除却損  1,156

関係会社株式売却益 △25,109

売上債権の増減額（増
加：△） 

△204,689

たな卸資産の増減額（増
加：△） 

△33,126

仕入債務の増減額（減
少：△）  14,101

未払消費税等の増減額
（減少：△）  22,504

未払金の増減額（減少：
△）  24,049

前受金の増減額（減少：
△） 

△121,897

その他 △41,758

小計 △861,968

利息及び配当金の受取額  12,447

利息の支払額 △1,118

法人税等の支払（還付）
額  32,972

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△817,666



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

有形固定資産の取得によ
る支出 

△100,543

無形固定資産の取得によ
る支出 

△3,317

投資有価証券の取得によ
る支出 

△6,080

連結子会社株式の売却に
よる収入  70,000

出資金の払込による支出 △312,795

その他  1,975

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△350,760

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

新株発行による収入  5,908

配当金の支払額 △46,134

連結子会社による当該連
絡子会社株式の取得によ
る支出 

△15,840

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△56,065

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△6,931

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

△1,231,423

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  3,477,765

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 2,246,341

    


	決算短信本文.pdf
	決算短信XBRL.pdf

	㈱ウィズ（7835）平成21年５月期　第２四半期決算短信: ㈱ウィズ（7835）平成21年５月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -


