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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 551 △11.2 △168 － △156 －

17年３月期 621 4.7 △119 － △110 －

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年３月期 △140 － △2.53 － △13.5 △12.4 △28.4

17年３月期 69 － 1.27 1.25 7.4 △8.5 △17.8

（注）①持分法投資損益 18年３月期 ―百万円 17年３月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 55,455,557株 17年３月期 54,233,837株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年３月期 1,182 965 81.7 17.42

17年３月期 1,352 1,116 82.6 20.14

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 55,455,177株 17年３月期 55,455,807株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △160 △5 0 633

17年３月期 △204 713 0 799

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 249 △86 △93

通　期 540 △164 △178

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）　　　3円22銭
※　上記の業績予想は本資料の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、実際の業績は今後の様々

な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、詳細は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社４社（いずれも当社100％出資）で構成され、刺繍レースと化粧品の製造販売および

環境改善関連製品の販売を中心として事業活動を行っております。

　各事業の系統図は、下記のとおりであります。

 
（国内）  ユ ー ザ ー 

販
売 

（当社）  エ コ ナ ッ ク（株） 

レ ー ス 化 粧 品 その他 

子会社 ※ 
湖北日本レース(株) 

子会社 ※ （休眠会社） 
(株)エレナ 

子会社 ※ 
(株)ラフィネ 

子会社 ※ （休眠会社） 
ネスティー(株) 

※印は連結子会社 

製
品
仕
入 

製
品
仕
入 

レース：当社が刺繍レースを仕入販売するほか、湖北日本レース（株）が製造したものを仕入れて販売しております。

化粧品：当社が（株）ラフィネで製造した化粧品、医薬部外品を仕入れて販売しております。

その他：当社が環境改善関連製品（生ごみ処理機等）を仕入れて販売しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、刺繍レースの製造を中心にレース服地の企画・販売を通じて、主として女性の服飾文化の発展と充実を図

るため、事業展開を行ってまいりました。しかしながら、ファッションの多様化とともに低価格志向が進む中、刺繍

レース事業は利益率の改善が捗らず、長期的展望からレースを基盤とした企業再構築は非常に困難であると判断し、

これに代わる収益源を確保するため、化粧品事業の規模拡大や非繊維分野での新規事業を構築し、事業領域を拡大す

ることにより企業価値を高め、安定した経営基盤の早期確立を目指しております。

(2）利益配分に関する基本方針

　利益配分に関する基本方針につきましては、株主に対する利益還元が会社の重要課題のひとつとして認識いたして

おります。しかしながら当面は赤字体質および累積損失の解消を課題とし、将来の利益配分に関する考え方としては、

刺繍レース事業以外の分野での事業展開と企業体質の強化のための投資を総合的に勘案しながら、配当可能利益の確

保に努めてまいります。

なお、本年5月の新会社法施行後におきましても現行と同様、毎年3月31日を基準日とする年1回の配当制度をとる予

定であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　当社は現在、一単元1,000株と定めておりますが、現行の株価水準から判断しますと投資単位の引下げにつきまして

は、当面は実施すべき状況ではないと考えており、今後は株式市場の動向などを勘案し検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社といたしましては、赤字体質からの脱却を課題としており、当面は売上拡大による営業損益レベルでの黒字化

を目標としております。

(5）中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　レース事業では、継続して市場の情報収集と分析を行い、ファッショントレンドにおける存在感のあるレース造り

を徹底するとともに、厳格な収支予算のもと利益率の向上を重視し、採算性の回復という基本に立った営業活動を行

い、レース事業の活性化を図ってまいります。

　一方、化粧品事業では、規模拡大に向けて、今後もＯＥＭによる受注生産のもと安定したリピートオーダーの確保

と新規顧客の開拓に注力するとともに、より一層の品質向上と供給体制の維持継続のもと、営業力の強化、あるいは

製造設備の充実を図り、安定した収益が得られる事業として経営資源を集中させ、早期に確立すべく取り組んでまい

ります。

　新規事業への取り組みといたしましては、新たな企業価値創出のため、収益力のある企業買収、業務提携あるいは

不動産関連事業の導入などにより、業容拡大を図ってまいります。

(6）親会社に関する事項

　当社に親会社はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

１．当連結会計年度の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、製造業を中心とした企業収益の改善が緩やかに進み、雇用環境の改善や

個人消費の増進など景気回復の兆しが見られるようになりました。　

このような経営環境のもとレース業界におきましても、欧州を中心としたグローバルなファッショントレンドの

中でレースが注目され、この影響を受けて平成18年春夏テキスタイル商戦でも編レース、附属品使いの細巾レース

が先行して活況を呈してまいりました。当社グループのレース事業におきましては、昨年末頃より大手アパレル向

けに、綿、綿麻などの天然繊維を中心としたオールオーバーレースの受注が急増いたしました。しかしながら、少

量在庫による企画提案型の営業施策を採っていたため、また長引く不況によりレース業界において廃業や合理化が

進み、国内のレース生産機械台数が大幅に減少している中では、当社子会社である湖北日本レース株式会社のフル

稼働にもかかわらず、急激に増加した受注のすべてに対応することがままならない状況となりました。　

一方、化粧品業界におきましても国内化粧品出荷販売高は上向き傾向を維持している中で、当社グループの化粧

品事業におきましては、当社子会社である株式会社ラフィネにより基礎化粧品を中心としたＯＥＭ製造受注を担っ

ておりますが、前連結会計年度と同様のエアゾール用ファンデーション原料の大口受注を得ることができず、新規

顧客の獲得と生産体制強化のため人員補充を行うも大口受注の減少分を補完するに至りませんでした。　

なお、化粧品製造工場ならびにレース事業部が堅田事業所（滋賀県大津市）において営業いたしておりますが、

当社は当該堅田事業所の土地、建物のすべてにつき、賃貸人から賃貸借契約の解約申し入れを受けて、昨年４月よ

り交渉を重ねてまいりました。その結果、現賃貸人の関係会社が代替地（滋賀県草津市）に新たな建物を建築し、

現賃貸借契約と同様の賃貸借契約を締結することを条件として、本年１月28日に現賃貸借契約の解約に合意いたし

ました。新たな化粧品製造工場における生産開始時期は本年11月を予定し、レース事業部は滋賀県守山市に当社が

所有する建物に本年９月を目処に移転を予定いたしております。

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は５億５千１百万円（前連結会計年度比11.2％の減収）と

なりました。損益面におきましては、経常損失は１億５千６百万円（前連結会計年度経常損失１億１千万円）とな

り、当期純損失は１億４千万円（前連結会計年度当期純利益６千９百万円）を計上することとなりました。

事業分野別の概況は次のとおりであります。

＜レース事業＞

  レース事業におきましては、利益率向上を重視し、高付加価値商品の企画提案を積極的に進めてまいりましたが、

大手アパレルメーカーの海外への生産シフトが加速したため大口受注が減少し、当連結会計年度の中間期を過ぎて

もなお小ロット受注の繰り返しに終始いたしました。しかしながら、年末近くになって、欧州あるいは米国におけ

るレースを使ったファッショントレンドの影響により、大手アパレル向け商品として、綿オールオーバーレース、

レーヨン麻絡みオールオーバーレースなど大量の受注が入ってまいりました。更に当連結会計年度末までには、少

量ながらも積み込んでいた企画商品のほとんどを販売することができましたものの、国内刺繍レース産業全体の縮

小を見据え、当社グループのレース事業も規模縮小による収支均衡策を推進していたため受注をすべて消化するこ

とができず、売上高は３億７百万円（前連結会計年度比16.8％の増収）に留まりました。

＜化粧品事業＞

　化粧品事業におきましては、基礎化粧品を中心としたＯＥＭ製造受注により、主にネット販売、ドラッグスト

アー、エステサロン、バラエティーショップ向けに出荷いたしました。育毛剤、美容液、洗顔料、歯磨き、業務用

頭髪関係商品等につきましては安定した受注を得ることができましたが、前連結会計年度にヒット商品の兆しが見

られた生産効率の良いエアゾール用ファンデーション原料の受注が継続して得られなかったため、売上高は２億４

千４百万円（前連結会計年度比31.7％の減収）となりました。
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２．次連結会計年度の見通し

 当社グループのレース事業につきましては、販売戦略のひとつとして製造子会社である湖北日本レース株式会社

のフレキシブルな稼働体制による、小ロット、多品種、クイックデリバリーに対応できるメリットを強調し、受注

を確保してまいりましたが、今後はこれに加え上半期における閑散期対策と高付加価値商品の企画提案を推進し、

規模は小さいながらも収支均衡の維持継続が最大の課題となっております。　

 化粧品事業におきましては、株式会社ラフィネの新工場への移転と相俟って、更なる発展を期するためには、製

造設備の増設と新規顧客獲得のための営業人員の増強あるいは積極的受注体制の確立が重要課題となり、製造協力

工場の確保による生産量拡大策の推進も課題となってまいりました。　

 当社グループの前途には険しい道程が予想されますが、全社一丸となってこの難局を克服してまいる覚悟でござ

いますので、株主の皆様におかれましては、何卒諸般の事情をご賢察賜り、今後ともよろしくご支援、ご鞭撻を賜

りますようお願い申しあげます。

平成19年３月期の連結業績予想は、売上高５億４千万円、経常損失１億６千４百万円、当期純損失１億７千８百

万円を見込んでおり、配当金につきましては、無配を予定しております。

(2）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動、投資活動お

よび財務活動において減少し、前連結会計年度末に比べ165,832千円減少となり、当連結会計年度末には633,686千円

となりました。

　当連結会計年度末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）

　営業活動の結果使用した資金は、160,044千円（前連結会計年度比44,516千円の使用資金の減少）となりました。こ

れは税金等調整前当期純損失が139,837千円（前連結会計年度は185,029千円の純利益）となり法人税等の還付額が

75,710千円あったものの、売上債権が32,188千円増加し法人税等の支払額が56,534千円となったことなどによるもの

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、5,670千円（前連結会計年度は713,213千円の増加）となりました。これは主に投

資有価証券の取得による支出50,000千円および売却による収入45,311千円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）

　財務活動による使用資金は、117千円（前連結会計年度比185千円の減少）となりました。これは自己株式の取得に

よるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フローの指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 59.7 59.3 82.6 81.7

時価ベースの株主資本比率（％） 104.1 211.9 241.9 698.8

債務償還年数 ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― ―

　（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

なお、債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオの指標につきましては、各決算期の営業キャッ

シュ・フローの金額がマイナスのため、表示しておりません。

２．各指標は、次の算式により計算しております。

(1）株主資本比率　　　　　　　　　　　：　（株主資本／総資産）×100

(2）時価ベースの株主資本比率　　　　　：　（株式時価総額／総資産）×100

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。

(3）債務償還年数　　　　　　　　　　　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

(4）インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い
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(3）事業等のリスク

当社グループの経営成績、株価および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものが

あります。

なお、文中における将来に関する事項は、決算短信提出日（平成18年5月26日）現在において当社グループが判断

したものであります。

①会社がとっている特異な経営方針

当社グループは、当連結会計年度まで継続的に営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも継続的に長期にわ

たってマイナスとなっておりますが、次連結会計年度における計画も営業損失を見込んだ計画となっております。

②財政状態及び経営成績の異常な変動

当社グループは、前連結会計年度における当期純利益において黒字化し、また転換社債の株式転換により財務体

質の強化を実現いたしましたが、当連結会計年度まで継続的に営業損失を計上しております。

③キャッシュ・フローの状況の異常な変動

当社グループの営業キャッシュ・フローは、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載の

とおり、継続的にマイナスが続いております。

④事業の種類別セグメントの業績について

当社グループにおいては、長期間にわたりレース事業の売上がグループの中心となっておりましたが、前連結会

計年度においては化粧品事業の売上がこれを上回るなど、化粧品事業への依存度がより高くなってきております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 799,519 633,686 △165,832

２．受取手形及び売掛金 166,750 189,239 22,488

３．たな卸資産 29,810 38,839 9,029

４．未収還付法人税等 23,040 － △23,040

５．その他 11,843 9,678 △2,164

６．貸倒引当金 △14,387 △21,277 △6,890

流動資産合計 1,016,575 75.2 850,166 71.9 △166,409

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産 ※１  

１．建物及び構築物 ※４ 25,838 23,928 △1,909

２．機械装置及び運搬具 20,287 18,985 △1,302

３．工具器具及び備品 7,173 5,561 △1,611

４．土地 ※2.5 220,828 220,828 －

有形固定資産合計 274,128 20.2 269,304 22.8 △4,823

(2）無形固定資産  

１．電話加入権 2,074 2,074 －

２．ソフトウエア 1,508 1,122 △386

無形固定資産合計 3,582 0.3 3,196 0.3 △386

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 48,054 49,500 1,445

２．破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

1,965 1,965 －

３．その他 10,214 10,220 5

４．貸倒引当金 △1,965 △1,965 －

投資その他の資産合計 58,269 4.3 59,720 5.0 1,451

固定資産合計 335,980 24.8 332,221 28.1 △3,758

資産合計 1,352,556 100.0 1,182,388 100.0 △170,167
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 53,402 45,156 △8,245

２．未払金 7,149 30,282 23,132

３．未払法人税等 13,643 5,917 △7,725

４．未払消費税等 5,350 2,629 △2,721

５．賞与引当金 4,216 5,239 1,023

６．繰延税金負債 1,758 1,316 △441

７．その他 11,033 13,271 2,238

流動負債合計 96,553 7.1 103,813 8.8 7,259

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 57,127 37,832 △19,294

２．繰延税金負債 7,310 － △7,310

３．再評価に係る繰延税金
負債

※２ 74,750 74,750 －

固定負債合計 139,188 10.3 112,583 9.5 △26,605

負債合計 235,742 17.4 216,396 18.3 △19,345

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※６ 2,070,225 153.1 2,070,225 175.1 －

Ⅱ　資本剰余金 884,616 65.4 －  △884,616

Ⅲ　利益剰余金 △1,956,797 △144.6 △1,212,579 △102.6 744,218

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２ 109,818 8.1 109,818 9.3 －

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

10,305 0.7 －  △10,305

Ⅵ　自己株式 ※７ △1,354 △0.1 △1,471 △0.1 △117

資本合計 1,116,814 82.6 965,992 81.7 △150,821

負債及び資本合計 1,352,556 100.0 1,182,388 100.0 △170,167
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 621,282 100.0 551,795 100.0 △69,487

Ⅱ　売上原価 449,429 72.3 406,907 73.7 △42,521

売上総利益 171,853 27.7 144,887 26.3 △26,965

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2 291,427 46.9 313,585 56.8 22,157

営業損失 119,574 △19.2 168,697 △30.6 49,123

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 6 0  

２．受取配当金 3,216 586  

３．仕入割引 3,482 2,471  

４．固定資産賃貸料 49   

５．製品保管料 3,181 1,983  

６．保証債務取崩益 － 74  

７．雑収入 5,912 15,849 2.5 10,700 15,817 2.9 △31

Ⅴ　営業外費用  

１．新株発行費 2,381 －  

２．製品評価損  1,690 －  

３．雑損失 2,903 6,975 1.1 3,929 3,929 0.7 △3,045

経常損失 110,700 △17.8 156,809 △28.4 46,109

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 5,570 2,970  

２．投資有価証券売却益 ※３ 293,056 15,761

３．関係会社出資金売却益 ※４ － 298,626 48.1 2,189 20,920 3.8 △277,706

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※５ 2,551 222  

２．機械装置売却損 ※６ 345 －  

３．損害賠償金 ※７ － 2,896 0.5 3,726 3,948 0.7 1,051

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失(△)

185,029 29.8 △139,837 △25.3 △324,867

法人税、住民税及び事
業税

113,219 1,002  

法人税等調整額 2,741 115,961 18.7 △441 △560 △0.1 △116,521

当期純利益又は当期純
損失（△）

69,068 11.1 △140,398 △25.4 △209,467
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 739,616 884,616 145,000

Ⅱ　資本剰余金増加高  

増資による新株の発行 145,000 145,000 － － △145,000

Ⅲ　資本剰余金減少高  

欠損てん補による減少額 － － 884,616 884,616 884,616

Ⅲ　資本剰余金期末残高 884,616 － △884,616

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △2,025,866 △1,956,797 69,068

Ⅱ　利益剰余金増加高  

当期純利益 69,068 －  

資本剰余金取崩額 － 69,068 884,616 884,616 815,548

Ⅲ　利益剰余金減少高  

当期純損失 － － 140,398 140,398 140,398

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △1,956,797 △1,212,579 744,218
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度

（自平成16年４月１日

至平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自平成17年４月１日

至平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
185,029 △139,837

２．減価償却費 9,093 8,156

３．貸倒引当金の増加額（△減少額） △591 6,890

４．賞与引当金の増加額（△減少額） △141 1,023

５．退職給付引当金の減少額 △7,140 △19,294

６．受取利息及び受取配当金 △3,223 △587

７．投資事業組合損失 － 1,390

８．損害賠償金 － 3,726

９．有形固定資産除却損 2,551 222

10. 関係会社出資金売却益 － △2,189

11．投資有価証券売却益 △293,056 △15,761

12．保証債務の増加額（△減少額） 56 △74

13．売上債権の減少額（△増加額） 17,766 △32,188

14．たな卸資産の減少額（△増加額） △2,187 △9,029

15．仕入債務の増加額 4,078 1,454

16．未払消費税等の増加額（△減少額） 2,860 △2,721

17．未収消費税等の減少額（△増加額） － △753

18．その他の資産の減少額（△増加額） △1,801 3,112

19．その他の負債の増加額 1,376 16,656

小計 △84,985 △179,807

20．利息及び配当金の受取額 3,223 587

21．法人税等の還付額 9,074 75,710

22．法人税等の支払額 △131,874 △56,534

営業活動によるキャッシュ・フロー △204,561 △160,044

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．有形固定資産の取得による支出 △4,045 △2,818

２．無形固定資産の取得による支出 － △350

３．有形固定資産の売却による収入 38 －

４．関係会社出資金の売却による収入 － 2,186

５．投資有価証券の取得による支出 △49,932 △50,000

６．投資有価証券売却による収入 462,445 45,311

７．預け金の回収による収入 304,707 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 713,213 △5,670

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．自己株式の取得による支出 △302 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △302 △117

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 508,350 △165,832

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 291,168 799,519

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 799,519 633,686
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において、当期純利益については黒字化を実現し、経常損失も前連結会計年

度に比して縮小いたしました。また、財務面においても、転換社債の株式転換に伴い大幅な財務体質の強化を図

ることができました。

しかしながら、営業利益ベースでは前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上し、当連結会計年度においても、

119,574千円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも長期にわたりマイナスとなっており、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。

この主な要因は、長期的な消費低迷の中で、服飾素材としての刺繍レースが顧客ニーズのアイテムから外れ、

ファッションの流れに乗るような魅力ある商品造りが儘ならず、レース事業の売上が伸び悩んでいるためであり

ます。

　このような状況下ではありますがレース事業においては、原価低減等を実施したことにより、前連結会計年度

に比し赤字幅の縮小を実現いたしました。今後も更なる粗利益率向上、原価低減等により収支均衡の実現に全力

を傾注いたします。

化粧品事業においては、新規人材採用、設備投資の実行等による拡大策の推進により、前連結会計年度に引き

続き大幅な増収となりました。今後は、新規人材の採用による開発営業及び研究開発部門の強化により、一層の

利益拡大を図ってまいります。

また、当社グループの企業再構築には、レース事業、化粧品事業に加えて新たな事業あるいは収益力のある企業

の買収等が必要であるとの考えにより、前連結会計年度より対象となる案件を精査してまいりましたが、投資額

に見合う収益が得られない等の理由により企業買収の実現には至っておりません。しかしながら、今後も引き続

き新たな収益源の確保に向けて、慎重かつ積極的に取り組んでまいります。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当社グループは、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上し、当連結会計年度においても 168,697千円の

営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも継続的に長期にわたりマイナスとなっており、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。　

この主な要因は、服飾素材としての刺繍レースが夏季におけるファッションアイテムの定番から外れて久しい

環境にあり、加えて長期的な繊維不況による国内レース産業の衰退と規模縮小が、レース事業の売上を伸び悩ま

せる結果となっております。しかしながら、当連結会計年度の終わり近くになって、稀に見るレースのグローバ

ル的流行による需要の波が国内にも押し寄せましたが、衰退した国内レース業界ではこのすべてを吸収しきれな

い状態が一時発生いたしました。　

このような状況により、当社グループのレース事業においては、前連結会計年度と同様に赤字幅の縮小を実現

いたしました。今後も継続して利益向上、原価低減等により収支均衡の実現に注力いたします。　

化粧品事業においては、当社グループの基幹事業として揺るぎない地位を確立するため経営資源を集中させ、

既存取引先へのシェア拡大努力と合わせて商品開発力、営業力の強化により顧客の新規開拓に努め、一層の利益

拡大を図ってまいります。　

一方、当社グループの企業再構築には、レース事業、化粧品事業に加えて新たな事業の導入が必要であるとの

考えにより、今後は、既存事業以外の分野において、安定した企業収益を確保すべく新規事業の早期実現を目指

してまいります。

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

湖北日本レース㈱、㈱エレナ、㈱ラフィネ及びネス

ティー㈱の４社を連結の範囲に含めております。

１．連結の範囲に関する事項

湖北日本レース㈱、㈱エレナ、㈱ラフィネ及びネス

ティー㈱の４社を連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用する関連会社

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用する関連会社

同左

(2）持分法を適用していない関連会社

青島華日機繍有限公司は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用から除外しております。

(2）持分法を適用していない関連会社

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社における決算日は、ネスティー㈱の３月31

日を除き他はすべて９月30日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、他の３社すべてに

ついて、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。

３．連結子会社の事業年度に関する事項

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部資本直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

製品　　　総平均法による原価法

仕掛品　　個別法による原価法

原材料　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

製品            同左

仕掛品　　　　　同左

原材料　　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

主な耐用年数は次の通り

建物及び構築物 10～40年

機械装置及び運搬具 ３～14年

工具器具及び備品 ４～20年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

同左

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいて償却し

ております。

無形固定資産

同左
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前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績繰入率により、貸倒懸念債権及び破産

債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産に基づき、

当連結会計期間末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異（52,162千円）につい

ては、５年による按分額を費用処理しております。

③　退職給付引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

該当事項はありません。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分又は損失処

理について、連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理に基づいて作成しております。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出可能な預金及び取得日から３ヶ月

以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資からなっております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

   当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

  当社グループの資産のグルーピングは、レース事業、化

粧品事業、その他事業及び管理部門の継続的に収支を把握

できる単位とし、判定しております。

  なお、これによる損益に与える影響はありません。

追加情報

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方法）

　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表された

ことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割6,112千円を販売費及

び一般管理費として処理しております。

 　　　　　　　　 ──────

 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は

362,032千円であります。

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は

365,228千円であります。

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評

価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金

額を再評価差額金として資本の部に計上しておりま

す。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に、合理的な調整を行って算定

する方法。

再評価を行った年月日　　　　平成11年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　　　　△65,062千円

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評

価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金

額を再評価差額金として資本の部に計上しておりま

す。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に、合理的な調整を行って算定

する方法。

再評価を行った年月日　　　　平成11年３月31日

再評価を行った土地の連結会計年度末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額  △71,465千円

　３．受取手形裏書譲渡高は22,238千円であります。 　３．受取手形裏書譲渡高は31,938千円であります。

※４．　　　　　　 ────── ※４．建物及び構築物のうち、遊休資産が1,798千円含ま

れております。

※５．　　　　　　 ────── ※５．土地のうち、遊休資産が57,562千円含まれておりま

す。

※６. 発行済株式総数 普通株式 55,477,466株 ※６. 発行済株式総数 普通株式     55,477,466株

※７. 自己株式の保有数 普通株式 21,659株 ※７. 自己株式の保有数 普通株式 22,289株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

１．給料手当 79,947千円

２．諸会費・手数料 44,764

３．厚生費 24,299

４．退職給付引当金繰入額 9,394

５．貸倒引当金繰入額 6,675

６．賞与引当金繰入額 3,999

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

１．給料手当 90,293千円

２．諸会費・手数料 53,340

３．厚生費 27,281

４．退職給付引当金繰入額 4,775

５．貸倒引当金繰入額 14,838

６．賞与引当金繰入額 5,022

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  該当事項はありません。

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  　同左

※３．㈱ラフィネにおける投資有価証券の売却益でありま

す。

※３．㈱ラフィネにおける投資有価証券の売却益でありま

す。

※４．　　　　　　 ────── ※４．青島華日機繍有限公司に対する出資持分を売却した

ものであります。

※５．使用不能となった機械及び装置、工具器具及び備品

を除却したものであります。

※５．使用不能となった建物及び付属設備、車両及び運搬

具、工具器具及び備品を除却したものであります。

※６．㈱イナモトに賃貸していたシャーリング機を同社に

売却したものであります。

※６．　　　　　　 ──────

※７．　　　　　　 ────── ※７．ネスティー㈱に対する訴訟の判決による損害賠償金

であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自平成16年４月１日

至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 799,519千円

現金及び現金同等物 799,519

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定  633,686千円

現金及び現金同等物 633,686

２．重要な非資金取引の内容    ２.　　　　　　 ──────

(１）2004年満期ユーロ円建転換社債の転換請求により資

本金が145,000千円、資本準備金が145,000千円増加

しております。

①　リース取引

前連結会計年度
（自平成16年４月１日

至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

リース取引は重要性が乏しいため、注記を省略してお

ります。

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

同左
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結決算日
における連
結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結決算日
における連
結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

①　株式 29,565 47,181 17,616 － － －

②　債券 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 29,565 47,181 17,616 － － －

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

①　株式 － － － － － －

②　債券 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 29,565 47,181 17,616 － － －

２．売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

売却額　　　　　（千円） 462,445 45,311

売却益の合計額　（千円） 293,056 15,761

売却損の合計額　（千円） － －

３．時価評価されていない有価証券

区分

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
873 873

投資事業有限責任組合への出資 － 48,626

合計 873 49,500
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③　デリバティブ取引

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平

成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金の制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

①　退職給付債務（千円） △103,014 △83,652

②　年金資産（千円） 45,300 45,819

③　未積立退職給付債務（千円） △57,714 △37,832

④　会計基準変更時差異（千円） 586 －

⑤　退職給付引当金（千円） △57,127 △37,832

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

退職給付費用（千円） 9,588 4,729

①　勤務費用（千円） 329 4,143

②　会計基準変更時差異の費用処理額

（千円）
9,259 586

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　会計基準変更時差異の処理年数は、５年であります。

５．簡便法を採用しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） 千円

退職給付引当金 22,303

出資金評価損 14,175

その他 7,638

繰越欠損金 487,387

繰延税金資産小計 531,504

評価性引当額 △530,867

繰延税金資産合計 637

（繰延税金負債）

連結会社資産評価差額 △2,395

その他有価証券評価差額金 △7,310

繰延税金負債合計 △9,705

繰延税金負債の純額 △9,068

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） 千円

退職給付引当金 15,322

その他 9,311

繰越欠損金 473,055

繰延税金資産小計 497,689

評価性引当額 △497,262

繰延税金資産合計 426

（繰延税金負債）

連結会社資産評価差額 △1,743

繰延税金負債合計 △1,743

繰延税金負債の純額 △1,316

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

千円

流動資産－繰延税金資産 637

流動負債－繰延税金負債 △2,395

固定負債－繰延税金負債 △7,310

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

千円

流動資産－繰延税金資産 426

流動負債－繰延税金負債 △1,743

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異については、税引前当期純損失が計上されてい

るため記載しておりません。

法定実効税率 40.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.3％

住民税均等割等 1.7％

評価性引当額 20.5％

連結固有の修正による差異 △1.3％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
62.7％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

レース
（千円）

化粧品
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 262,913 358,369 － 621,282 － 621,282

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 262,913 358,369 － 621,282 － 621,282

営業費用 284,668 288,762 120 573,552 167,304 740,856

営業利益（又は営業損失） (21,755) 69,606 (120) 47,730 (167,304) (119,574)

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 410,526 199,834 1,202 611,563 740,992 1,352,556

減価償却費 3,628 3,505 － 7,134 1,959 9,093

資本的支出 － 4,045 － 4,045 － 4,045

　（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）レース：エンブロイダリーレース

(2）化粧品：基礎化粧品

(3）その他：家庭用電気式生ごみ処理機

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（167,304千円）の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(740,992千円）の主なものは、親会社での管理部門に係る

資産であります。

５．上記の金額には、消費税等が含まれておりません。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

レース
（千円）

化粧品
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 307,074 244,687 33 551,795 － 551,795

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 307,074 244,687 33 551,795 － 551,795

営業費用 307,372 226,480 30 533,883 186,608 720,492

営業利益（又は営業損失） (298) 18,206 2 17,911 (186,608) (168,697)

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 464,804 195,720 1,198 661,722 520,665 1,182,388

減価償却費 3,240 3,502 － 6,743 1,412 8,156

資本的支出 700 2,468 － 3,168 － 3,168

　（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）レース：エンブロイダリーレース

(2）化粧品：基礎化粧品

(3）その他：家庭用電気式生ごみ処理機

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（186,608千円）の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(520,665千円）の主なものは、親会社での管理部門に係る

資産であります。

５．上記の金額には、消費税等が含まれておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平

成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 20円14銭

１株当たり当期純利益金額 １円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 １円25銭

１株当たり純資産額   17円42銭

１株当たり当期純損失金額  ２円53銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額(△)

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 69,068 △140,398

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に

係る当期純損失（△）（千円）
69,068 △140,398

期中平均株式数（株） 54,233,837 55,455,557

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

　（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－)

普通株式増加数（株） 1,225,205 －

　（うち転換社債） (1,225,205) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の内容

－ －
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業区分
前連結会計年度

自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

増減率
（△印は減）（％）

レース（千円） 49,931 49,975 0.1

化粧品（千円） 228,582 150,228 △34.3

その他（千円） ― ― ―

合計（千円） 278,514 200,203 △28.1

　（注）１．レースは、当社の加工指図により関係会社湖北日本レース㈱が生産したものであります。

２．化粧品は、当社の加工指図により関係会社㈱ラフィネが生産したものであります。

３．上記の金額は、生産価格によって表示しております。

４．上記金額には、消費税等が含まれておりません。

(2）受注実績

事業区分

前連結会計年度 当連結会計年度
増減率

（△印は減）

受注高
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

受注残高

平成17年３月31日現在

受注高
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

受注残高

平成18年３月31日現在

受注高
（％）

受注残高
（％）

レース（千円） 260,013 19,000 339,074 51,000 30.4 168.4

化粧品（千円） 355,779 28,240 241,177 24,730 △32.2 △12.4

その他（千円） ― ― 33 ― ― ―

合計（千円） 615,792 47,240 580,285 75,730 △5.8 60.3

　（注）　上記金額には、消費税等が含まれておりません。

(3）販売実績

事業区分
前連結会計年度

自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

増減率
（△印は減）（％）

レース（千円） 262,913 307,074 16.8

化粧品（千円） 358,369 244,687 △31.7

その他（千円） ― 33 ―

合計（千円） 621,282 551,795 △11.2

　（注）　上記金額には、消費税等が含まれておりません。
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