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平成22年２月期第３四半期累計期間の個別業績に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成21年１月14日付で平成22年２月期第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日か

ら平成21年11月30日まで）に係る決算発表を行っておりますが、当社個別業績に関しまして下記

のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．個別業績の概要 

(1)個別経営成績（平成21年３月１日～平成21年11月30日） 

                        （％表示は対前期増減率） 
 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３四半期 3,968 △56.7 △2,438  ― △3,043  ―  △5,488  ― 

21年２月期第３四半期 9,171 △49.2 △1,629  ― △2,267  ―  △6,319  ― 

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 円 銭 円 銭

22年２月期第３四半期 △427 80 ― 

21年２月期第３四半期 △49,262 21 ― 

 
(2)個別財政状態 

 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３四半期 20,411 △3,165 △15.5 △246  72

21年２月期第３四半期 45,997 8,394 18.2 65,432  23

 
※平成20年４月25日付で公表しておりますとおり、平成21年１月４日を効力発生日として普通株式１株につき100株の割合で株 

式分割を実施いたしました。



２．四半期財務諸表 

(1)四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末 

(平成 21 年 11 月 30 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 822,990

  受取手形及び売掛金 145,694

  たな卸資産 13,239,952

  未収入金 519,501

  短期貸付金 2,971,914

  関係会社短期貸付金 105,600

  前払費用 12,566

  仮払金 177,746

  その他 4,379

  貸倒引当金 △3,591,179

  流動資産合計 14,409,166

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 2,549,852

    減価償却累計額 △459,157

    建物及び構築物（純額） 2,090,695

   機械装置及び運搬具 115,814

    減価償却累計額 △93,756

    機械装置及び運搬具（純額） 22,058

   土地 1,422,847

   有形固定資産合計 3,535,601

  無形固定資産 394,857

  投資その他の資産 

   投資有価証券 494,964

   関係会社株式 1,337,179

   その他 464,260

   貸倒引当金 △224,058

   投資その他の資産合計 2,072,345

  固定資産合計 6,002,803

 資産合計 20,411,970



（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末 

(平成 21 年 11 月 30 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 926,702

  短期借入金 11,681,348

  1 年内返済予定の長期借入金 3,190,997

  1 年内償還予定の新株予約権付社債 2,300,000

  賞与引当金 14,640

  その他 233,322

  流動負債合計 18,347,011

 固定負債 

  新株予約権付社債 2,700,000

  長期借入金 549,686

  退職給付引当金 14,436

  役員退職慰労引当金 46,367

  債務保証損失引当金 1,743,266

  関係会社事業損失引当金 90,974

  その他 85,368

  固定負債合計 5,230,100

 負債合計 23,577,112

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 7,659,238

  資本剰余金 3,379,900

  利益剰余金 △14,194,001

  自己株式 △1,855

  株主資本合計 △3,156,718

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額 △8,423

評価・換算差額等合計 △8,423

 純資産合計 △3,165,141

負債純資産合計 20,411,970

 



(2)四半期損益計算書 

（単位：千円） 

  

当第３四半期累計期間 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 21 年 11 月 30 日) 

営業収益 3,968,452

営業原価 5,555,718

営業総損失（△） △1,587,265

販売費及び一般管理費 851,306

営業損失（△） △2,438,572

営業外収益 

 受取利息 20,869

 受取配当金 1,782

 有価証券売却益 1,218

 為替差益 43,790

 その他 165,720

 営業外収益合計 233,381

営業外費用 

 支払利息 281,404

 支払手数料 89,583

 貸倒引当金繰入額 269,804

 その他 197,651

 営業外費用合計 838,444

経常損失（△） △3,043,635

特別利益 

 固定資産売却益 801,064

 投資有価証券売却益 34,492

 社債償還益 5,070,250

 債務免除益 29,750

 その他 36,268

 特別利益合計 5,971,826

特別損失 

 固定資産売却損 7,489

 投資有価証券売却損 26,600

 関係会社株式売却損 213,914

 関係会社株式評価損 102,930

 出資金評価損 18,556

 たな卸資産評価損 4,468,920

 貸倒引当金繰入額 1,669,580

 債務保証損失引当金繰入額 1,807,733

 関係会社事業損失引当金繰入 90,974

 その他 5,556

 特別損失合計 8,412,256

税金等調整前四半期純損失（△） △5,484,065

法人税、住民税及び事業税 4,095

法人税等調整額 ―

法人税等合計 4,095

四半期純損失（△） △5,488,160

 
以 上 


