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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年8月20日） 

 

(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2四半期 3,887 ― 82 ― 363 ― 411 ―

21年2月期第2四半期 4,314 △1.1 156 176.1 1,023 ― 1,015 ―

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2四半期 80.97 ―

21年2月期第2四半期 199.00 ―

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2四半期 16,178 280 1.7 55.18
21年2月期 15,761 △226 ― ―

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  280百万円 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 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 8,000 △6.7 200 28.2 200 ― 330 ― 64.75



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。] 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。] 

(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2四半期 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2四半期  10,195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2四半期 5,096,684株 21年2月期第2四半期 5,091,551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．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、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したもので、多分に不確定な要素を含んでお
ります。実際の業績等は今後の様々な要因によって大きく異なる可能性があります。なお、業績見通し等に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表
等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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」（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。 



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融不安を背景とした株式市場の低
迷、雇用情勢の悪化等により、厳しさを増しており、原油価格や原材料価格の高騰は、諸物価の上昇にも
つながり個人消費の停滞感などから、景気の先行き不透明感は高まり、総じて景気は足踏み状態から後退
局面となりました。 
 当寝装・インテリア業界におきましても、原材料費等コスト上昇の影響や、消費者の生活防衛意識の高
まりから購買意欲の低下が見られ、個人消費はますます冷え込み、引き続き厳しい経営環境となりまし
た。 
 このような状況のもと、当社は従来からの「消費者ニーズにあった良品安価な商品開発と営業力の強
化」のキャッチ・フレーズのもと、積極的な営業活動を展開しました。また引き続き、経営の基本方針で
ある「ローコスト経営」の継続と推進を実践し、収益力と営業基盤の強化に努めてまいりました。 
 商品販売面では、幅広い顧客に人気のあるアンパンマン等のテレビキャラクターやサンリオ・ディズニ
ー等のキャラクター商品が主力の安定商品として、堅調に推移しております。また環境にやさしい“ソバ
枕”等も根強い人気があり、その販売もまた堅調に推移しておりますが、低反発枕や低反発ウレタンマッ
トレス等の“健康機能商品”は、一時のブームが去り、その反動で、未だに買い替え需要が低調であった
ことや、恒常的な競争激化のため販売価格の低下等の影響が大きく、全体的には厳しい状況が続きまし
た。 
 不動産賃貸部門におきましては、保有のテナントビルについては空室も無くほぼ満室状態が続いてお
り、自社での直接管理業務と相まってビル管理収益は順調に拡大しております。 
 これらの結果、売上高は38億87百万円となり、デリバティブ評価益の発生により経常利益は3億63百万
円となり、四半期純利益は4億11百万円となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ416百万円（2.6％）増加し16,178百万円と

なりました。流動資産につきましては、前事業年度末に比べ412百万円（11.3％）増加し4,044百万円と
なりました。これは、主に現金及び預金の増加によるものであります。固定資産につきましては、前事
業年度末に比べ4百万円（0.0％）の微増となり12,133百万円となりました。これは、主に投資有価証券
の増加、名古屋市守山区第１配送センターの譲渡及び減価償却費によるものであります。負債につきま
しては、前事業年度末に比べ90百万円（0.6％）減少し15,897百万円となりました。これは、主にデリ
バティブ評価益の発生に伴う金融派生商品の減少によるものであります。純資産につきましては、前事
業年度末に比べ506百万円（634.9％）増加し280百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加
によるものであります。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物等は、前事業年度末に比べ346百万円

（92.6％）増加し679百万円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状
況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は116百万円（前期比22百万円の減少）となりました。主な要因は、デ
リバティブ評価益の352百万円、売上債権の増加86百万円、棚卸資産の減少89百万円に対して、税引前
四半期純利益の計上418百万円及び仕入債務の増加18百万円等があったことによるものであります。 

  
（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、78百万円（前期比497百万円の増加）となりました。主な要因は、
有形固定資産売却による収入184百万円と長期貸付金76百万円の支出によるものであります。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、195百万円（前期比118百万円の減少）となりました。主な要因
は、短期借入金80百万円減少、長期借入金341百万円増加、貸借取引担保金返済65百万円等によるもの
であります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しといたしましては、慢性的な原材料の高騰は、企業の収益を圧迫し、製品の値上げ等を通
じて消費者の購買力を弱め、先行きはなお一層厳しい状況が続くものと思われます。 
 当社といたしましては、ディズニーを中心としたキャラクター商品等の得意分野及び好採算分野に、従
来にもまして経営資源を集中し、収益を確保することにより、経営基盤の安定強化と業績向上に努めてま
いります。 
 通期業績予想につきましては、売上高80億円、営業利益2億円、経常利益2億円、当期純利益3億3千万円
に修正しております。詳細は、本日付開示「業績予想に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

税金費用の計算等一部に簡便な方法を採用しております。 
  

①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。 

②棚卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第1四半期会計期間
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）が適用されたことに伴い、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。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年８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 703,182 340,984

受取手形及び売掛金 1,517,546 1,431,017

商品及び製品 1,435,938 1,541,371

原材料及び貯蔵品 258,066 242,003

その他 136,238 85,996

貸倒引当金 △6,500 △9,000

流動資産合計 4,044,473 3,632,373

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,502,869 3,612,664

土地 5,655,019 5,755,427

その他 204,607 240,227

有形固定資産合計 9,362,495 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 842,558 676,230

長期貸付金 1,637,437 1,560,870

その他 293,498 288,257

貸倒引当金 △8,000 △10,000

投資その他の資産合計 2,765,494 2,515,358

固定資産合計 12,133,668 12,129,355

資産合計 16,178,142 15,761,729
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８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 401,778 383,725

短期借入金 3,170,000 3,250,000

1年内返済予定の長期借入金 939,200 752,300

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 15,313 16,443

賞与引当金 33,920 32,850

デリバティブ債務 8,296,716 8,649,162

その他 418,093 408,288

流動負債合計 13,790,214 14,012,981

固定負債   

社債 240,000 －

長期借入金 1,102,100 1,248,400

退職給付引当金 95,190 104,636

役員退職慰労引当金 155,345 152,091

繰延税金負債 103,076 39,344

その他 411,550 430,586

固定負債合計 2,107,262 1,975,059

負債合計 15,897,476 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 △3,667,413 △4,079,248

自己株式 △9,898 △9,443

株主資本合計 138,957 △272,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,708 46,112

評価・換算差額等合計 141,708 46,112

純資産合計 280,665 △226,311

負債純資産合計 16,178,142 15,761,729
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 3,887,666

売上原価 3,013,107

売上総利益 874,559

販売費及び一般管理費 792,473

営業利益 82,085

営業外収益  

受取利息 15,004

受取配当金 8,232

デリバティブ評価益 352,445

雑収入 14,801

営業外収益合計 390,484

営業外費用  

支払利息 45,151

為替差損 42,487

雑損失 21,267

営業外費用合計 108,906

経常利益 363,662

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 418,046

法人税等 6,211

四半期純利益 411,834
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８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 418,046

減価償却費 122,061

引当金の増減額（△は減少） △9,621

受取利息及び受取配当金 △23,236

支払利息 45,151

デリバティブ評価損益（△は益） △352,445

売上債権の増減額（△は増加） △86,529

たな卸資産の増減額（△は増加） 89,370

仕入債務の増減額（△は減少） 18,053

有形固定資産売却損益（△は益） △54,383

その他 △11,867

小計 154,599

利息及び配当金の受取額 23,236

利息の支払額 △45,151

法人税等の支払額 △16,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,463

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

定期預金の払戻による収入 8,000

有形固定資産の取得による支出 △6,517

有形固定資産の売却による収入 184,663

長期貸付けによる支出 △76,566

投資有価証券の取得による支出 △7,012

投資有価証券の売却による収入 12

投資活動によるキャッシュ・フロー 78,579

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） △80,000

長期借入れによる収入 966,500

長期借入金の返済による支出 △625,900

自己株式の取得による支出 △455

その他 △65,017

財務活動によるキャッシュ・フロー 195,127

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 346,198

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 679,182
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

(1)中間損益計算書 

 
  

「参考」

前中間会計期間 

(自 平成20年２月21日 

至 平成20年８月20日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,314,786 100.0

Ⅱ 売上原価 3,237,648 75.0

   売上総利益 1,077,137 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 920,391 21.3

   営業利益 156,746 3.6

   受取利息及び受取配当金 27,410

   為替差益 ―

   デリバティブ評価益 889,637

   雑収入 7,588

Ⅳ 営業外収益 924,637 21.4

   支払利息 41,920

   為替差損 3,325

   デリバティブ評価損失 ―

   外為手数料 ―

   雑損失 12,825

Ⅴ 営業外費用 58,071 1.3

   経常利益又は経常損失(△) 1,023,311 23.7

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 1,056 0.0

   税引前中間純利益又は 
   税引前中間(当期)純損失(△)

1,022,255 23.7

   法人税、住民税及び事業税 6,576 0.1

   法人税等調整額 ― ―

   中間純利益又は 
   中間(当期)純損失(△)

1,015,678 23.5
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(2)中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間(当期)純利益 1,022,255

 ２ 減価償却費 141,793

 ３ 引当金増減(△)額 △173,091

 ４ 受取利息及び受取配当金 △27,410

 ５ 支払利息 41,920

 ６ 投資有価証券売却益 ―

 ７ 投資有価証券評価損 1,056

 ８ デリバティブ評価益 △889,637

 ９ デリバティブ評価損失 ―

 10 売上債権の増(△)減額 51,858

 11 たな卸資産の増(△)減額 △72,615

 12 仕入債務の増減(△)額 28,626

 13 その他 38,588

    小      計 163,343

 14 利息及び配当金の受取額 27,410

 15 利息の支払額 △41,920

 16 法人税等の支払額(△)又は還付額 △9,850

   営業活動によるキャッシュ・フロー 138,983

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △48,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 61,000

 ３ 有形固定資産の購入による支出 △325,435

 ４ 長期貸付金の貸出に伴う支出 △164,000

 ５ 長期貸付金の回収に伴う収入 64,800

 ６ 投資有価証券の購入による支出 △6,997

 ７ 投資有価証券の売却による収入 ―

   投資活動によるキャッシュ・フロー △418,633

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減(△)額 315,000

 ２ 長期借入による収入 270,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △159,900

 ４ 社債償還による支出 ―

 ５ 貸株担保金返済による支出 △83,678

 ６ 配当金の支払額 △25,458

 ７ 自己株式の取得による支出 △2,000

   財務活動によるキャッシュ・フロー 313,963

Ⅳ現金及び現金同等物に係る 換算差額 △9,925

Ⅴ現金及び現金同等物の増減(△)額 24,387

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 182,635

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 207,022
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6. 部門別売上状況

（単位：千円）

期 別 平成21年2月期中間期 平成22年2月期第２四半期

自 平成20年２月21日 自 平成21年２月21日

至 平成20年８月20日 至 平成21年８月20日

科 目 金額 構成比 金額 構成比

 まくら 1,895,048 43.9 1,647,948 42.4

製

 クッション 247,550 5.7 210,396 5.4

品

 羽毛・羊毛ふとん他 208,659 4.8 219,034 5.6

 小  計 2,351,259 54.5 2,077,380 53.4

 商  品 1,635,936 37.9 1,466,744 37.7

 不動産賃貸収入 327,590 7.6 343,541 8.8

 合  計 4,314,786 100.0 3,887,666 100.0
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