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平平平平成成成成９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期　　　　決決決決算算算算短短短短信信信信　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平平平平成成成成９９９９年年年年 11110000月月月月 22220000日日日日

上上上上場場場場会会会会社社社社名名名名　　　　株株株株式式式式会会会会社社社社フフフファァァァーーーースススストトトトリリリリテテテテイイイイリリリリンンンンググググ 上上上上場場場場取取取取引引引引所所所所（（（（所所所所属属属属部部部部））））　　　　 広広広広島島島島証証証証券券券券取取取取引引引引所所所所
ココココーーーードドドド番番番番号号号号　　　　9999999988883333　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東東東東京京京京証証証証券券券券取取取取引引引引所所所所（（（（市市市市場場場場第第第第二二二二部部部部））））
本本本本社社社社所所所所在在在在地地地地　　　　山山山山口口口口県県県県宇宇宇宇部部部部市市市市大大大大字字字字善善善善和和和和 111144443333 番番番番地地地地 66667777

問問問問 合合合合 せせせせ 先先先先　　　　責責責責任任任任者者者者役役役役職職職職名名名名 　　　　　　　　 専専専専務務務務取取取取締締締締役役役役
氏氏氏氏　　　　 名名名名　　　　　　　　　　　　 菅菅菅菅 　　　　剛剛剛剛 久久久久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＴＴＴＥＥＥＥＬＬＬＬ　　　　　　　　　　　　 (((( 0000888833336666)))) 66662222----0000333333333333

決決決決算算算算取取取取締締締締役役役役会会会会開開開開催催催催日日日日　　　　　　　　平平平平成成成成９９９９年年年年 11110000月月月月 22220000日日日日 定定定定時時時時株株株株主主主主総総総総会会会会開開開開催催催催日日日日 平平平平成成成成９９９９年年年年 11111111月月月月 22227777日日日日
連連連連 結結結結 決決決決 算算算算 のののの 有有有有 無無無無　　　　　　　　 無無無無 中中中中間間間間配配配配当当当当制制制制度度度度のののの有有有有無無無無 有有有有

1111．．．．９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期のののの業業業業績績績績（（（（平平平平成成成成８８８８年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日～～～～平平平平成成成成９９９９年年年年８８８８月月月月 33331111日日日日））））
　　　　(((( 1111))))　　　　経経経経営営営営成成成成績績績績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（百百百百万万万万円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

売売売売 上上上上 高高高高
対対対対前前前前期期期期
増増増増減減減減率率率率

営営営営業業業業利利利利益益益益
対対対対前前前前期期期期
増増増増減減減減率率率率

経経経経常常常常利利利利益益益益
対対対対前前前前期期期期
増増増増減減減減率率率率

９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期
８８８８年年年年８８８８月月月月期期期期

百百百百万万万万円円円円
77775555,,,,000022220000

55559999,,,,999955559999

％％％％
（（（（ 22225555....1111

））））
（（（（ 22223333....1111

））））

百百百百万万万万円円円円
5555,,,,222266663333

4444,,,,444444441111

％％％％
（（（（ 11118888....5555

））））
（（（（ 6666....6666

））））

百百百百万万万万円円円円
5555,,,,555511110000

4444,,,,555577770000

％％％％
（（（（ 22220000....6666

））））
（（（（ 0000....9999

））））

当当当当期期期期利利利利益益益益 対対対対前前前前期期期期
増増増増減減減減率率率率

１１１１株株株株当当当当たたたたりりりり
当当当当 期期期期 利利利利 益益益益

潜潜潜潜在在在在株株株株式式式式調調調調整整整整後後後後
１１１１株株株株当当当当たたたたりりりり当当当当期期期期利利利利

益益益益

株株株株 主主主主 資資資資 本本本本
当当当当 期期期期 利利利利 益益益益

率率率率

総総総総 資資資資 本本本本
経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

率率率率

売売売売 上上上上 高高高高

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

率率率率

９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期
８８８８年年年年８８８８月月月月期期期期

百百百百万万万万円円円円
2222,,,,777700003333

2222,,,,333322226666

％％％％
（（（（ 11116666....2222

））））
（（（（ 11110000....4444

））））

円円円円 銭銭銭銭
111111113333

33338888

111100007777

33334444

円円円円 銭銭銭銭
－－－－
－－－－

％％％％
11112222....2222

11111111....8888

％％％％
11114444....0000

11113333....0000

％％％％
7777....3333

7777....6666

　　　　 　　　　 　　　　 ９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期 22223333,,,,888844445555 千千千千株株株株 株株株株式式式式分分分分割割割割ににににつつつつききききままままししししててててはははは期期期期首首首首にににに当当当当該該該該分分分分割割割割がががが
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８８８８年年年年８８８８月月月月期期期期 22221111,,,,666677778888 千千千千株株株株 行行行行わわわわれれれれたたたたももももののののととととみみみみななななししししてててて計計計計算算算算ししししてててておおおおりりりりまままますすすす｡｡｡｡

２２２２．．．．会会会会計計計計処処処処理理理理のののの方方方方法法法法のののの変変変変更更更更　　　　　　　　該該該該当当当当事事事事項項項項ななななしししし

(((( 2222))))　　　　配配配配当当当当状状状状況況況況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （（（（百百百百万万万万円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

１１１１株株株株当当当当たたたたりりりり年年年年間間間間配配配配当当当当金金金金

中中中中 間間間間 期期期期 末末末末

配配配配当当当当金金金金総総総総額額額額
（（（（ 年年年年 間間間間 ））））

配配配配 当当当当 性性性性 向向向向
株株株株 主主主主 資資資資 本本本本
配配配配 当当当当 率率率率

９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期
８８８８年年年年８８８８月月月月期期期期

円円円円　　　　 銭銭銭銭
11110000

00000000

11110000

00000000

円円円円　　　　 銭銭銭銭
5555 00000000

5555 　　　　00000000

円円円円　　　　 銭銭銭銭
5555 00000000

5555 　　　　00000000

百百百百万万万万円円円円
222233338888

222211116666

％％％％
8888....8888

9999....3333

％％％％
1111....0000

1111....0000

(((( 3333))))　　　　財財財財政政政政状状状状態態態態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（百百百百万万万万円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

総総総総 資資資資 産産産産 株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 株株株株主主主主資資資資本本本本比比比比率率率率
１１１１株株株株当当当当たたたたりりりり
株株株株 主主主主 資資資資 本本本本

９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期
８８８８年年年年８８８８月月月月期期期期

百百百百万万万万円円円円
44441111,,,,666655555555

33337777,,,,222222223333

百百百百万万万万円円円円
22223333,,,,333333334444

22220000,,,,888855558888

％％％％
55556666....0000

55556666....0000

　　　　　　　　　　　　円円円円　　　　　　　　　　　　銭銭銭銭
999977778888 55559999

999966662222 22223333

　　　　((((注注注注))))１１１１．．．．期期期期末末末末発発発発行行行行済済済済株株株株式式式式数数数数　　　　 ９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期 22223333,,,,888844445555 千千千千株株株株 　　　　９９９９年年年年８８８８月月月月期期期期中中中中にににに株株株株式式式式分分分分割割割割（（（（１１１１株株株株をををを 1111....1111 株株株株にににに））））
　　　　　　　　 　　　　　　　　（（（（額額額額面面面面株株株株式式式式１１１１単単単単位位位位 111100000000 株株株株）））） ８８８８年年年年８８８８月月月月期期期期 22221111,,,,666677778888 千千千千株株株株 をををを実実実実施施施施いいいいたたたたししししままままししししたたたた。。。。

　　　　　　　　　　　　 ２２２２．．．．有有有有価価価価証証証証券券券券のののの時時時時価価価価とととと貸貸貸貸借借借借対対対対照照照照表表表表計計計計上上上上額額額額ととととのののの差差差差額額額額　　　　 　　　　22221111百百百百万万万万円円円円

　　　　　　　　　　　　 ３３３３．．．．デデデデリリリリババババテテテティィィィブブブブ取取取取引引引引のののの時時時時価価価価とととと契契契契約約約約額額額額等等等等ととととのののの差差差差額額額額 666644447777 百百百百万万万万円円円円

２２２２．．．．11110000年年年年８８８８月月月月期期期期のののの業業業業績績績績予予予予想想想想（（（（平平平平成成成成９９９９年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日～～～～平平平平成成成成 11110000年年年年８８８８月月月月 33331111日日日日））））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（百百百百万万万万円円円円未未未未満満満満切切切切捨捨捨捨））））

１１１１株株株株当当当当たたたたりりりり年年年年間間間間配配配配当当当当金金金金
売売売売 上上上上 高高高高 経経経経常常常常利利利利益益益益 当当当当期期期期利利利利益益益益

中中中中　　　　　　　　間間間間 期期期期 末末末末

中中中中 間間間間 期期期期
通通通通 期期期期

百百百百万万万万円円円円
44449999,,,,000000000000

99996666,,,,000000000000

百百百百万万万万円円円円
5555,,,,333300000000

8888,,,,444400000000

百百百百万万万万円円円円
2222,,,,555500000000

4444,,,,000000000000

円円円円　　　　　　　　銭銭銭銭
5555 00000000

－－－－

円円円円
銭銭銭銭

－－－－
5555 00000000

円円円円　　　　　　　　銭銭銭銭
－－－－

11110000 00000000

（（（（参参参参考考考考））））１１１１株株株株当当当当たたたたりりりり予予予予想想想想当当当当期期期期利利利利益益益益（（（（通通通通期期期期））））111155552222 円円円円 55550000銭銭銭銭
平平平平成成成成９９９９年年年年 11110000月月月月 22220000日日日日にににに１１１１株株株株をををを 1111....1111 株株株株にににに株株株株式式式式分分分分割割割割ししししてててておおおおりりりりまままますすすすののののでででで、、、、分分分分割割割割後後後後のののの発発発発行行行行済済済済株株株株式式式式数数数数 22226666,,,,222233330000 千千千千株株株株にににに
よよよよりりりり算算算算出出出出ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

((((注注注注)))) １１１１．．．．期期期期中中中中平平平平均均均均株株株株式式式式数数数数


