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（（（（訂正・数値データ訂正あり）訂正・数値データ訂正あり）訂正・数値データ訂正あり）訂正・数値データ訂正あり）    

「平成「平成「平成「平成22222222年２月期年２月期年２月期年２月期    第１四半期決算短信」の一部訂正について第１四半期決算短信」の一部訂正について第１四半期決算短信」の一部訂正について第１四半期決算短信」の一部訂正について    

 
平成21年６月30日に公表した「平成22年２月期 第１四半期決算短信」について一部表示に誤りが
ありましたので、以下のとおり訂正させていただきます。 
なお、訂正箇所には  を付しております。 
 

記 
 
１．１ページ「(1) 連結経営成績(累計)」 
   【誤】 

 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 1,936 △59.1 △646 － △503 － △577 － 

21年２月期第１四半期 4,731 7.4 190 △3.7 178 △36.9 58 △56.6 
   

 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 △30.35 － 
21年２月期第１四半期 2.93 2.93 

 
   【正】 

 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 1,936 △59.1 △741 － △599 － △672 － 

21年２月期第１四半期 4,731 7.4 190 △3.7 178 △36.9 58 △56.6 
   

 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 △35.38 － 
21年２月期第１四半期 2.93 2.93 
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２．１ページ「(2) 連結財政状態」 
   【誤】 

 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 19,414 12,614 60.4 619.07 

21年２月期 19,970 12,898 60.5 634.17 
  （参考）自己資本   22年2月期第1四半期 11,738百万円  21年2月期 12,087百万円 
  

【正】 
 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 19,316 12,519 60.2 614.02 

21年２月期 19,970 12,898 60.5 634.17 
  （参考）自己資本   22年2月期第1四半期 11,621百万円  21年2月期 12,087百万円 
 
 
３．３ページ 「１．連結経営成績に関する定性的情報」 
   【誤】  

（省略） 
当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高19億３千６百万円（前第１四半期連結累計期
間比59.1％減）、営業損失６億４千６百万円（前第１四半期連結累計期間は１億９千万円の営業利益）、
経常損失５億３百万円（前第１四半期連結累計期間は１億７千８百万円の経常利益）、四半期純損失５億
７千７百万円（前第１四半期連結累計期間は５千８百万円の四半期純利益）となりました。 

    
   【正】 

（省略） 
当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高19億３千６百万円（前第１四半期連結累計期
間比59.1％減）、営業損失７億４千１百万円（前第１四半期連結累計期間は１億９千万円の営業利益）、
経常損失５億９千９百万円（前第１四半期連結累計期間は１億７千８百万円の経常利益）、四半期純損失
６億７千２百万円（前第１四半期連結累計期間は５千８百万円の四半期純利益）となりました。 

 
 
４．３ページ 「２．連結財政状態に関する定性的情報」 
   【誤】 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は５億５千５百万
円減少して 194 億１千４百万円となりました。 
資産の主な減少要因は、受取手形及び売掛金が 13 億９千３百万円減少したことによるものであります。 
また、負債は前連結会計年度末と比較して、２億７千１百万円減少して 67 億９千９百万円となりまし
た。 
負債の主な減少要因は、支払手形及び買掛金が２億３千４百万円減少したことによるものであります。  
なお、純資産は、大幅な四半期純損失を計上したため、主に利益剰余金が５億７千７百万円減少したこ
とにより 126 億１千４百万円となり、自己資本比率は 60.4％となっております。 

 
   【正】 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は６億５千４百万
円減少して 193 億１千６百万円となりました。 
資産の主な減少要因は、受取手形及び売掛金が 13 億９千３百万円減少したことによるものであります。 
また、負債は前連結会計年度末と比較して、２億７千４百万円減少して 67 億９千７百万円となりまし
た。 
負債の主な減少要因は、支払手形及び買掛金が２億３千４百万円減少したことによるものであります。  
なお、純資産は、大幅な四半期純損失を計上したため、主に利益剰余金が６億７千２百万円減少したこ
とにより 125 億１千９百万円となり、自己資本比率は 60.2％となっております。 
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５．５ページ 「(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」 
   【誤】 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 
当第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）を適用し
ております。 
 なお、これによる損益に与える影響は、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失がそれぞれ
14,427 千円増加しております。 

 
   【正】 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 
当第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）を適用し
ております。 
 なお、これによる損益に与える影響は、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失がそれぞれ
109,327 千円増加しております。 

 
６．６ページ「(1) 四半期連結貸借対照表」 
 【誤】   

 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

(平成21年２月28日) 
資産の部   
  （省略）   
  製品 631,434 742,549 
  （省略）   
  仕掛品 320,620 255,041 
  （省略）   
  流動資産合計 6,877,765 8,198,879 
  （省略）   
   その他 515,648 514,834 
   （省略）   
   投資その他の資産合計 4,245,587 3,438,585 
  固定資産合計 12,536,876 11,771,375 
 資産合計 19,414,641 19,970,255 
 
 【正】   

 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

(平成21年２月28日) 
資産の部   
  （省略）   
  製品 556,783 742,549 
  （省略）   
  仕掛品 299,918 255,041 
  （省略）   
  流動資産合計 6,782,412 8,198,879 
  （省略）   
   その他 512,568 514,834 
   （省略）   
   投資その他の資産合計 4,242,507 3,438,585 
  固定資産合計 12,533,796 11,771,375 
 資産合計 19,316,208 19,970,255 
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７．７ページ「(1) 四半期連結貸借対照表」 
 【誤】   

 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

(平成21年２月28日) 
負債の部   
 流動負債   
  (省略)   
  その他  744,467 949,864 
  流動負債合計 3,154,058 3,467,469 
  （省略）   
  その他 294,096 98,199 
  固定負債合計 3,645,872 3,604,297 
 負債合計 6,799,931 7,071,767 
純資産の部   
 株主資本   
  （省略）   
  利益剰余金 6,255,022 6,832,135 
  （省略）   
  株主資本合計 12,570,529 13,171,628 
 （省略）   
 純資産合計 12,614,710 12,898,487 
負債純資産合計 19,414,641 19,970,255 
 
 【正】 

 
前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

(平成21年２月28日) 
負債の部   
 流動負債   
  (省略)   
  その他  744,659 949,864 
  流動負債合計 3,154,250 3,467,469 
  （省略）   
  その他 291,017 98,199 
  固定負債合計 3,642,793 3,604,297 
 負債合計 6,797,043 7,071,767 
純資産の部   
 株主資本   
  （省略）   
  利益剰余金 6,159,477 6,832,135 
  （省略）   
  株主資本合計 12,474,984 13,171,628 
 （省略）   
 純資産合計 12,519,165 12,898,487 
負債純資産合計 19,316,208 19,970,255 
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８．８ページ 「(2) 四半期連結損益計算書」 
【誤】  

 

 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

（省略）  
売上原価 1,868,440 
売上総利益 67,772 
販売費及び一般管理費   
 販売費及び一般管理費合計 713,982 
営業損失（△） △646,210 
（省略）  
経常損失（△） △503,527 
特別利益  
その他 3,005 
（省略）  
税金等調整前四半期純損失（△） △500,997 
（省略）  
法人税等合計 46,120 
（省略）  
四半期純損失（△） △577,113 
 

【正】  
 

 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

（省略）  
売上原価 1,963,839 
売上総損失（△） △27,627 
販売費及び一般管理費  714,127 
営業損失（△） △741,754 
（省略）  
経常損失（△） △599,072 
特別利益  
 貸倒引当金戻入額 2,447 
その他 557 
（省略）  
税金等調整前四半期純損失（△） △596,542 
（省略）  
法人税等合計 46,121 
（省略）  
四半期純損失（△） △672,658 

 
 


