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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年5月20日） 

前々事業年度は決算期変更に伴い10ヶ月20日の変則決算（平成19年4月1日～平成20年2月20日）となりましたので、対前年同期比及び対前期増減率は
記載しておりません。 

(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 ％

22年2月期第1四半期 1,922 ― 64 ― 1,486 ― 1,540 ―

21年2月期第1四半期 2,204 ― 152 ― △577 ― △577 ―

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

22年2月期第1四半期 302.87 ―

21年2月期第1四半期 △113.44 ―

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

22年2月期第1四半期 16,056 1,367 8.5 268.82
21年2月期 15,761 △226 △1.4 △44.49

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,367百万円 21年2月期  △226百万円

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

21年2月期 ― 10.00 ― 0.00 10.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

4,500 ― 200 ― 200 ― 120 ― 23.59

通期 9,000 5.0 400 56.4 400 ― 240 ― 47.18
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4.  その他 

(1) 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  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。] 

(2) 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（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。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年2月期第1四半期 5,096,684株 21年2月期  5,096,684株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  10,108株 21年2月期  10,108株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 5,086,576株 21年2月期第1四半期 5,091,715株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記に記載した予想数値は、本資料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
数値と異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 261,207 340,984 

受取手形及び売掛金 1,609,297 1,431,017 

商品及び製品 1,765,645 1,541,371 

原材料及び貯蔵品 198,885 242,003 

その他 187,762 85,996 

貸倒引当金 △8,000 △9,000 

流動資産合計 4,014,797 3,632,373 

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,544,071 3,612,664 

土地 5,655,019 5,755,427 

その他 223,998 240,227 

有形固定資産合計 9,423,090 9,608,319 

無形固定資産 5,677 5,677 

投資その他の資産   

投資有価証券 768,253 676,230 

長期貸付金 1,560,870 1,560,870 

その他 291,110 288,257 

貸倒引当金 △7,000 △10,000 

投資その他の資産合計 2,613,234 2,515,358 

固定資産合計 12,042,002 12,129,355 

資産合計 16,056,799 15,761,729 
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 502,103 383,725 

短期借入金 3,125,000 3,250,000 

1年内返済予定の長期借入金 918,800 752,300 

1年内償還予定の社債 60,000 － 

貸借取引担保金 455,192 520,209 

未払法人税等 2,032 16,443 

賞与引当金 48,846 32,850 

デリバティブ債務 7,216,481 8,649,162 

その他 489,431 408,288 

流動負債合計 12,817,887 14,012,981 

固定負債   

社債 240,000 － 

長期借入金 852,200 1,248,400 

退職給付引当金 113,049 104,636 

役員退職慰労引当金 159,259 152,091 

繰延税金負債 74,757 39,344 

その他 432,289 430,586 

固定負債合計 1,871,554 1,975,059 

負債合計 14,689,442 15,988,040 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000 

資本剰余金 1,816,268 1,816,268 

利益剰余金 △2,538,698 △4,079,248 

自己株式 △9,443 △9,443 

株主資本合計 1,268,126 △272,423 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,230 46,112 

評価・換算差額等合計 99,230 46,112 

純資産合計 1,367,356 △226,311 

負債純資産合計 16,056,799 15,761,729 
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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)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 1,922,608

売上原価 1,462,935

売上総利益 459,673

販売費及び一般管理費 395,323

営業利益 64,349

営業外収益  

受取利息 7,480

受取配当金 3,909

為替差益 6,504

デリバティブ評価益 1,432,680

雑収入 2,433

営業外収益合計 1,453,009

営業外費用  

支払利息 21,927

雑損失 8,986

営業外費用合計 30,914

経常利益 1,486,444

特別利益  

有形固定資産売却益 54,383

特別利益合計 54,383

税引前四半期純利益 1,540,828

法人税、住民税及び事業税 278

法人税等合計 278

四半期純利益 1,540,550
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20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 1,540,828

減価償却費 56,523

引当金の増減額（△は減少） 27,576

受取利息及び受取配当金 △11,390

支払利息 21,927

デリバティブ評価損益（△は益） △1,432,680

売上債権の増減額（△は増加） △178,279

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,154

仕入債務の増減額（△は減少） 118,377

有形固定資産売却損益（△は益） △54,383

その他 △22,054

小計 △114,709

利息及び配当金の受取額 11,390

利息の支払額 △21,927

法人税等の支払額 △14,410

営業活動によるキャッシュ・フロー △139,657

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 △24,000

有形固定資産の取得による支出 △1,210

有形固定資産の売却による収入 184,300

投資有価証券の取得による支出 △3,493

投資有価証券の売却による収入 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 155,597

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） △125,000

社債の発行による収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △229,700

その他 △65,017

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,717

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △103,777

現金及び現金同等物の期首残高 332,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 229,207
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