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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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9月中間期 282 33.4 △87 － △94 －

17年9月中間期 211 △35.3 △98 － △92 －

18年3月期 551 △168 △156

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 △85 － △1 54 － －

17年9月中間期 △84 － △1 52 － －

18年3月期 △140 △2 53 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期     －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年9月中間期 55,569,929株 17年9月中間期 55,455,792株 18年3月期 55,455,557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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （百万円未満切り捨て)

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

18年9月中間期 2,304 2,098 79.2 29 22

17年9月中間期 1,234 1,040 84.2 18 76

18年3月期 1,182 965 81.7 17 42

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 62,455,173株 17年9月中間期 55,455,707株 18年3月期 55,455,177株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て)

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9月中間期 △74 △16 1,217 1,760

17年9月中間期 △97 △50 △0 650

18年3月期 △160 △5 △0 633

(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．平成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

通　期 712 △103 △108

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　△1円 73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、上記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

び駐車場運営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。

 

レース・化粧品の販売 

製
品
仕
入 

製
品
仕
入 

駐車場の提供（月極・時間貸し） 

 

（国内）ユ  ー  ザ  ー 

（当社） エ  コ ナ ッ ク（株） 

不 動 産 

子会社 ※ 

湖北日本レース(株) 

 

※印は連結子会社 

レ ー ス 化 粧 品 

 

子会社 ※ 

(株)ラフィネ 

 

子会社 ※ 

(株) エ レ ナ 

 

子会社 ※ (休眠会社) 

ネスティー(株) 

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

不動産　：当社が駐車場の運営（月極・時間貸し）を行っております。
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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駐車場の運営、ビルの賃貸を目的とした不動産事業へ

領域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、化粧品事業および不動産事業を中心とした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。

(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等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作り

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、当中間連結会計年度において平成18年7月から不動産事業として駐車場の運

営を開始し、10月からはビルの賃貸業を加え収益力の向上により、業容拡大を行い、企業価値の向上を図ってまいり

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．当中間連結会計期間の概況

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業の設備投資の増加、雇用環境の改善、個人消費の拡大など内需

主導による景気回復基調を継続してまいりました。

　このような経営環境のもと、当社グループのレース事業におきましては、組織の活性化を図るため従来のレース

事業部（堅田）とレース部（東京）を統合し、東西の垣根を掃うことにより情報伝達のスピード化を図るとともに

商品企画内容の充実化、効率化を主眼にレース部に改称し、指揮命令系統を一本化いたしました。また、堅田事業

所の移転計画の中で同所に関西の拠点を置くレース部は、今後も継続的かつ効率的な営業体制を整えるため、滋賀

県守山市の遊休地にある工場のリニューアル工事を行い本年8月30日に移転を完了いたしました。このような環境下

で、見本反と企画の充実を図り、特に自社工場のメリットを活かした高付加価値商品作りにも注力し、春夏物およ

び盛夏物は昨年来の好調な受注の流れの中、企画商品を中心に例年以上の売上を伸ばすことができました。

　一方、化粧品事業におきましては、子会社である株式会社ラフィネ化粧品工場の移転問題を抱えながら受注活動

を行う中、ＯＥＭ協力工場の模索および将来に備え若返りのための人材採用など売上拡大のための基本施策を構築

し、新商品の開発、新規取引先の開拓に努めました結果、取引先および大口の注文が増え、化粧品事業の当中間連

結会計期間の売上高は前年同期を上回ることができました。 

　また、予てから当社は主要事業であるレース事業および化粧品事業に加えて、新たな収益の柱となる事業の構築

を計画してまいりましたが、本年７月から不動産事業を立ち上げ、駐車場の運営管理を開始いたしました。駐車場

の運営管理を手始めとする不動産事業により、今後における当社の経営基盤の確立と業容拡大を目指してまいりま

す。

　なお、安定的に賃貸収入を得ることのできる優良不動産物件である西麻布ビル（東京都港区西麻布一丁目7番2号）

の購入資金として、本年9月28日に第三者割当による新株式発行（払込総額9億45百万円）および新株予約権の発行

（払込総額2億73百万円）による資金調達を行いました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の当社グループの売上高は2億8千2百万円（前年同期比33.3％の増収）となりま

した。損益面におきましては、経常損失は9千4百万円（前年同期経常損失9千2百万円）となり、中間純損失は8千5

百万円（前年同期中間純損失8千4百万円）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＞

　当事業では、女性向けアウターウェア用刺繍レースの製造販売を中心に営業活動を展開しておりますが、春夏物

はレースがトレンド素材として注目され、4月、5月におきましては、綿や綿麻等の天然繊維を用いた企画品を中心

に盛夏物は例年以上に受注を得ることができました。また、6月以降の秋冬物は、フクレキルト、ウールレース等の

見本反の依頼は多くなり、7月から9月の天候不順等により小売段階での売れ行きが低迷しフクレキルト以外は小ロッ

トの受注となりましたが、当事業の売上高は1億2千8百万円（前年同期比32.6％の増収）と伸張させることができま

した。

＜化粧品事業＞

　当社100％出資の子会社である株式会社ラフィネによる化粧品および医薬部外品等のＯＥＭ製造と当社による販売

を行う当事業では、受注拡大に向け、基礎化粧品において37品目、全身ローション、石鹸、消臭クリーム等で40品

目新商品を発売するなど、新商品の開発および新規取引先の開拓に力を入れて取り組みました。商品といたしまし

ては育毛剤、美容液、洗顔料、クレンジング、パック、業務用頭髪関係商品、シャンプー、リンスを主として、通

信販売、会員向け販売、インターネット販売、理美容業界向け、ドラッグストア、配置薬業界、エステサロン等に

出荷いたしました結果、当事業の売上高は1億4千2百万円（前年同期比24.8％の増収）と伸張させることができまし

た。

＜不動産事業＞

　駐車対策法制が本年6月1日から施行され都心における駐車場不足が予測される中、当社におきましては、本年7月

1日から不動産部を立ち上げ、手始めとして株式会社ケプラムと当社において「駐車場経営委任契約」を締結し、東

京都新宿区歌舞伎町所在の収容台数55台分の駐車場施設を当社が借受け、運営管理を開始いたしました。案内看板

等の設置による宣伝を実施し、開始から3ヶ月を経過し徐々に稼働率は向上してまいりました結果、当事業の売上高

は1千万円となりました。 
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２．通期の見通し

  今後の国内経済は、景況に明るさが見られるものの、当社グループのレース事業を取り巻く環境におきましては、

厳しい状況で推移するものと予想いたしますが、前年に続きテキスタイルにおける二次加工としてエンブロイダリー

レースは注目されており、商品企画のスピード化、生地や生産工場の把握による受注確保に努力してまいります。

また、当該事業におきましては、営業利益の確保が最重要課題であり、従来の取引先に対する需要喚起のため当社

から企画・提案を積極的に行い、受注品に対しては生産量に余裕を持たせ販売機会を逸することなく売上拡大を図

るとともに、製造子会社である湖北日本レース株式会社の稼働率向上と高付加価値商品作りに取り組んでまいりま

す。

  化粧品事業におきましては、売上拡大をめざす中で現状のＯＥＭ受注から更に発展させるため、当社化粧品部と

いたしましては企画営業に注力し、株式会社ラフィネといたしましては製造子会社という位置付けの中で販売方法

等の具体的計画の策定を推進してまいります。更に自社ブランドを提案する中で、東京における拡販を推進させる

ため、化粧品部として企画販売員の採用を計画しており、通販、ネット販売、ＴＶショッピング等あらゆる角度で

販売を主体とした考え方にシフトし、業容の拡大施策を推進してまいります。

  不動産事業におきましては、本年7月より駐車場事業の収入、10月からは西麻布ビルの安定したテナント収入を確

保することができ、赤字体質からの脱却の足掛りを得ることができました。今後は駐車場運営の拡大および不動産

物件等の確保に向けての資金運用を検討してまいります。

　これにより通期の連結業績予想は、売上高7億1千2百万円、経常損失1億3百万円、当期純損失1億8百万円を見込ん

でおり、配当金につきましては、無配を予定しております。

　上記の業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき当社において判断したものであり、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。

(2) 財政状態

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動、投資活動

において減少したものの、財務活動において増加し、前中間連結会計期間末は650,986千円の残高でしたが、当中間連

結会計期間末には1,760,233千円となりました。

　当中間連結会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）

　営業活動の結果使用した資金は、74,697千円（前年同期は97,883千円）となりました。これは、税金等調整前中間

純損失を83,634千円（前年同期は88,240千円）計上し、売上債権の減少額が56,842千円となりましたが、仕入債務の

減少額が33,209千円となり、法人税等の支払額が2,850千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、16,755千円（前年同期は50,628千円）となりました。これは主にレース部（関西）

の建物改修による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）

　財務活動の結果獲得した資金は、1,217,999千円（前年同期は20千円の使用資金）となりました。これは新株式及び

新株予約権の発行による収入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17年3月期 平成17年9月中間期 平成18年3月期 平成18年9月中間期

自己資本比率 82.6％ 84.2％ 81.7％ 79.2％

時価ベースの自己資本比率 241.9％ 880.1％ 698.8％ 639.7％

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）自己資本比率　　　　　　　　　　　：　（自己資本－新株予約権）／総資産×100

(2）時価ベースの自己資本比率　　　　　：　（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、中間決算短信提出日（平成18年11月22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、前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

りマイナスになっておりますが、当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、当中間連結会計期間において、第三者割当による新株式の発行および新株予約権の発行を行い財

務体質の強化を実現いたしましたが、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上し、当中間連結会計期間において

も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、前連結会計年度まで継続的にマイナスが続いており、当中間連結会計

期間においてもマイナスとなっております。  

なお、第三者割当による新株式の発行および新株予約権の発行による財務体質の強化と共に不動産事業の構築によ

るテナントビルからの賃料収入など安定収益の確保により、前連結会計年度まで記載しておりました「継続企業の前

提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」につきましては、当中間連結会計期間から解消しております。

 ④事業の種類別セグメントの業績について

　当社グループは、前連結会計年度においてレース事業の活性化に伴い売上が拡大し、同事業における収支均衡の目

標に近づきましたが、化粧品事業におきましては大口受注の逸失により大幅に売上が減少いたしました。このように

受注の大幅な変動の影響を受けることがあり、これらが当社グループの将来の経営成績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 ⑤新規事業について

　当社グループは、当中間連結会計期間において不動産関連事業を導入し、今後においても収益力のある企業買収、

業務提携などにより業容の拡大を図ってまいりますが、これらの展開の状況が当社グループの将来の経営成績等に影

響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 650,986 1,760,233 633,686

２．受取手形及び売掛金 ※５ 102,726 143,825 189,239

３．たな卸資産 37,158 51,545 38,839

４．未収還付法人税等 52,670 － －

６．その他 ※６ 9,125 11,523 9,678

７．貸倒引当金 △11,991 △7,406 △21,277

流動資産合計 840,675 68.1 1,956,720 85.1 850,166 71.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２

(1)建物及び構築物 ※３ 24,832 36,277 23,928

(2)機械装置及び運搬具 18,608 18,117 18,985

(3)土地 ※４ 220,828 220,828 220,828

(4)その他 6,148 270,418 7,144 282,367 5,561 269,304

２．無形固定資産 3,567 2,825 3,196

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 110,110 47,713 49,500

(2)破産債権、再生債権、
更生債権等

1,965 1,696 1,965

(3)その他 10,214 11,466 10,220

(4)貸倒引当金 △1,965 120,324 △1,676 59,200 △1,965 59,720

固定資産合計 394,310 31.9 344,393 14.9 332,221 28.1

資産合計 1,234,986 100.0 2,304,114 100.0 1,182,388 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 35,271 23,376 45,156

２．未払金 5,379 45,475 30,282

３．未払法人税等 3,746 4,890 5,917

４．賞与引当金 5,026 5,159 5,239

 ５．繰延税金負債 － 3,486 1,316

６．その他 ※６ 13,433 16,635 15,900

流動負債合計 62,857 5.1 99,022 4.3 103,813 8.8

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 44,477 31,566 37,832

２．繰延税金負債 12,721 － －

３．再評価に係る繰延税
金負債

74,750 74,750 74,750

４．その他 － 525 －

固定負債合計 131,949 10.7 106,841 4.6 112,583 9.5

負債合計 194,806 15.8 205,863 8.9 216,396 18.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,070,225 167.6 － － 2,070,225 175.1

Ⅱ　資本剰余金 － － － － － －

Ⅲ　利益剰余金 △1,156,422 △93.6 － － △1,212,579 △102.6

Ⅳ　土地再評価差額金 109,818 8.9 － － 109,818 9.3

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

17,932 1.5 － － － －

Ⅵ　自己株式 △1,374 △0.1 － － △1,471 △0.1

資本合計 1,040,179 84.2 － － 965,992 81.7

負債及び資本合計 1,234,986 100.0 － － 1,182,388 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 2,546,225 110.5 － －

　２　資本剰余金 － － 469,000 20.4 － －

　３　利益剰余金 － － △1,298,320 △56.3 － －

　４　自己株式 － － △1,472 △0.1 － －

　　株主資本合計 － － 1,715,432 74.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　土地再評価差額金 － － 109,818 4.8 － －

評価・換算差額等合計 － － 109,818 4.8 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 273,000 11.8 － －

純資産合計 － － 2,098,251 91.1 － －

負債純資産合計 － － 2,304,114 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 211,521 100.0 282,087 100.0 551,795 100.0

Ⅱ　売上原価 160,820 76.0 198,384 70.3 406,907 73.7

売上総利益 50,701 24.0 83,703 29.7 144,887 26.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 148,846 70.4 170,779 60.5 313,585 56.8

営業損失 98,145 △46.4 87,075 △30.9 168,697 △30.6

Ⅳ　営業外収益

　１. 受取利息及び配当金 556 95 586

　２. 仕入割引 1,115 1,113 2,471

３．有償見本 3,159 1,949 5,442

４．受取手数料 2,357 2,306 4,564

５．その他 794 7,983 3.8 1,393 6,857 2.4 2,751 15,817 2.9

Ⅴ　営業外費用

１．新株発行費 － 11,325 －

２．投資事業組合損失 982 1,786 1,390

３．その他 1,357 2,340 1.1 1,470 14,582 5.2 2,539 3,929 0.7

経常損失 92,502 △43.7 94,800 △33.6 156,809 △28.4

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 4,462 13,924 2,970

２．投資有価証券売却益 ※２ － － 15,761

３．関係会社出資金売却益  － 4,462 2.1 － 13,924 4.9 2,189 20,920 3.8

Ⅶ　特別損失

１. 固定資産除却損 ※３ 199 358 222

２．損害賠償金 ※４ － 488 3,726

３．事業所移転損失 ※５ － 199 0.1 1,911 2,758 1.0 － 3,948 0.7

税金等調整前中間（当期）
純損失

88,240 △41.7 83,634 △29.6 139,837 △25.3

法人税、住民税及び事業税 △2,240 △63 1,002

法人税等調整額 △1,758 △3,998 △1.9 2,169 2,106 0.7 △441 560 0.1

中間（当期）純損失 84,241 △39.8 85,740 △30.4 140,398 △25.4

－ 10 －



(3) 中間連結剰余金計算書　及び　中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 884,616 － 884,616

Ⅱ　資本剰余金減少高 

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

Ⅳ　資本剰余金中間期末(期
末)残高 

－ － －

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △1,956,797 － △1,956,797

Ⅱ　利益剰余金増加高

資本準備金取崩額 884,616 884,616 － － 884,616 884,616

Ⅲ　利益剰余金減少高

中間（当期）純損失 84,241 84,241 － － 140,398 140,398

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

△1,156,422 － △1,212,579
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円）　　 2,070,225 － △1,212,579 △1,471 856,174

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 476,000 469,000 － － 945,000

中間純損失 － － △85,740 － △85,740

自己株式の取得 － － － △0 △0

新株予約権の発行 － － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 476,000 469,000 △85,740 △0 859,258

平成18年９月30日　残高（千円） 2,546,225 469,000 △1,298,320 △1,472 1,715,432

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円）　　 109,818 109,818 － 965,992

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 945,000

中間純損失 － － － △85,740

自己株式の取得 － － － △0

新株予約権の発行 － － 273,000 273,000

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 273,000 1,132,258

平成18年９月30日　残高（千円） 109,818 109,818 273,000 2,098,251
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自平成17年４月１日

至平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自平成18年４月１日

至平成18年９月30日）

前連結会計年度の要
約連結キャッシュ・
フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前中間（当期）純損失 △88,240 △83,634 △139,837

２．減価償却費 4,153 3,848 8,156

３．貸倒引当金の増加額（△減少額） △2,395 △13,891 6,890

４．賞与引当金の増加額（△減少額） 810 △79 1,023

５．退職給付引当金の減少額 △12,650 △6,266 △19,294

６．受取利息及び受取配当金 △556 △95 △587

７. 投資事業組合損失 982 1,786 1,390

８. 損害賠償金 － 488 3,726

９．有形固定資産除却損 199 358 222

10．関係会社出資金売却益 － － △2,189

11．投資有価証券売却益 － － △15,761

12．保証債務の減少額 △61 △19 △74

13．売上債権の減少額（△増加額） 74,593 56,842 △32,188

14．たな卸資産の増加額 △7,348 △12,705 △9,029

15．仕入債務の増加額(△減少額) △28,768 △33,209 1,454

16．未払消費税等の増加額（△減少額） △3,390 323 △2,721

17．未収消費税等の増加額 △443 △887 △753

18．その他の資産の減少額（△増加額） 3,220 △404 3,112

19．その他の負債の増加額（△減少額） △5,221 15,602 16,656

小  計 △65,115 △71,943 △179,807

20．利息及び配当金の受取額 556 95 587

21．法人税等の還付額 23,040 － 75,710

22．法人税等の支払額 △56,364 △2,850 △56,534

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,883 △74,697 △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 △278 △15,403 △2,818

２．無形固定資産の取得による支出 △350 － △350

３. 関係会社出資金の売却による収入 － － 2,186

４. 投資有価証券の取得による支出 △50,000 － △50,000

５. 投資有価証券の売却による収入 － － 45,311

６. 差入保証金による支出 － △1,404 －

７. 差入保証金の返還による収入 － 52 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,628 △16,755 △5,670

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．株式の発行による収入 － 945,000 －

２．新株予約権の発行による収入 － 273,000 －

３．自己株式の取得による支出 △20 0 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △20 1,217,999 △117

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △148,532 1,126,547 △165,832

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 799,519 633,686 799,519

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 650,986 1,760,233 633,686
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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 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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、前連結会計年度に
おいて当期純利益については黒字化し、
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、当中間連
結会計期間においても98,145千円の営
業損失を計上することとなり、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おり、
またそれに代わる化粧品事業において
前連結会計年度の大幅な増収の要因と
なった大口受注を獲得することができ
なかったためであります。
　このような状況ではありますが、
レース事業においては、当社の意匠力
を活かした企画・提案を推進し、子会
社である湖北日本レース株式会社の製
造部門を活用し、小規模ながらも当事
業の維持継続に注力いたします。
　化粧品事業においては、当社グルー
プの基幹事業として生産能力を高める
ため経営資源を集中させ、商品開発力、
営業力の強化により顧客の新規開拓に
努めるとともに、既存取引先へのシェ
ア拡大努力を継続すること等により、
営業シェアの早期拡大に向けて努力し
てまいります。なお、子会社である株
式会社ラフィネの化粧品工場（滋賀県
大津市本堅田）について、貸主から賃
貸借契約解約（平成17年９月末日解
約）の申し入れを受け、直ちに当該賃
貸借契約の継続希望を通知いたしまし
た。貸主からは、代替地に新工場を建
設し賃貸借する旨の提案を受け、早期
解決に向けて協議中であります。
　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、
当中間連結会計年度においても対象と
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。
　中間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
要な疑義の影響を中間連結財務諸表に
は反映しておりません。

―
 
 
　

　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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

子会社のすべて、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

　同左

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 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

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、中

　間純損益（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

　対象から除いても中間連結財

　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。

　　　　　　― 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。

　なお、当連結会計年度におい

　て青島華日機繍有限公司に対

　する出資持分は売却しており

　ます。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

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。中間

連結財務諸表の作成にあたっては、

他の３社すべてについて中間連結

決算日現在の財務諸表を使用して

おります。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　同左

３．連結子会社の事業年度等に関する

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。

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

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

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

中間連結決算期末日の市場

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）

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　―

 

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によってお

ります。

時価のないもの

移動平均法による原価法

　同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

　同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②たな卸資産

製品

総平均法による原価法

②たな卸資産

商品・製品

同左

②たな卸資産

製品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

原材料

移動平均法による原価法

原材料

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

　①有形固定資産　　定率法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　①有形固定資産　　同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産　　同左

ただし、平成10年４月１日以降

に取得していた建物（附属設備

を除く）については、定額法

主な耐用年数は次の通りであ

ります。

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

 

 

 

同左

 

建物及び構築物 　 ８～40年

機械装置及び運搬具

３～14年

工具器具及び備品

４～20年

 

 

 

同左

 

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無形固定資産　　定額法

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。

②無形固定資産　　同左

同左

②無形固定資産　　同左

同左

(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

(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当中間

連結会計期間負担額を計上して

おります。

②賞与引当金

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。

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の見込額

に基づき、当中間連結会計期間

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

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の見込額

に基づき、当中間連結会計期間

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。

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。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他の中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

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）その他の中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5）その他の連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５．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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中間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 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）

  当中間連結会計期間から固定資産の

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。

これによる損益に与える影響はありま

せん。

 －

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度から固定資産の減損

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。

これによる損益に与える影響はありま

せん。

 －

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は1,825,251千円であり

ます。

  中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結

財務諸表は、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。

 －
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　表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

────── （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「有償見本」及び「受取手数料」

は、営業外収益の総額の100分の10を超えておりましたの

で、その重要性に鑑み、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。

　なお、前中間連結会計期間における「有償見本」及び

「受取手数料」の金額は2,357千円、3,159千円でありま

す。

　前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「投資事業組合損失」は、営業

外費用の総額の100分の10を超えておりましたので、その

重要性に鑑み、当中間連結会計期間より区分掲記してお

ります。

　なお、前中間連結会計期間における「投資事業組合損

失」の金額は999千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

　１．受取手形裏書譲渡高は11,669千

円であります。

　１．受取手形裏書譲渡高は20,509千

円であります。

　１．受取手形裏書譲渡高は31,938千

円であります。

※２．有形固定資産から直接控除した

減価償却累計額は362,024千円

であります。

※２．有形固定資産から直接控除した

減価償却累計額は362,460千円

であります。

※２．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。

※３．建物及び構築物のうち、遊休資

産が1,835千円含まれておりま

す。

※３．建物及び構築物のうち、遊休資

産が648千円含まれております。

※３．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。

※４．土地のうち、遊休資産が57,562

千円含まれております。

※４．土地のうち、遊休資産が14,758

千円含まれております。

※４．土地のうち、遊休資産が57,562

千円含まれております。

※５．　　　　　― ※５. 中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。

　なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。

　受取手形　3,727千円

※５．　　　　　―

※６．消費税等に係る表示

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ金額的重要性が

乏しいため流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※６．消費税等に係る表示

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ金額的重要性が

乏しいため流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※６．　　　　　―
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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通りで

あります。

※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通りで

あります。

※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通りで

あります。

１．給料手当 43,607千円

２．諸会費・手数

料
23,530

３．退職給付引当

金繰入額
2,686

４．貸倒引当金繰

入額
2,066

１．給料手当 45,730千円

２．諸会費・手数

料
30,426

３．退職給付引当

金繰入額
2,480

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.　　　　　 ─ ※２.　　　　　 ─ ※２．㈱ラフィネにおける投資有価証

券の売却益であります。

※３．使用不能となった車両及び運搬

具、工具器具及び備品、建物附

属設備を除却したものでありま

す。

※３．使用不能となった建物及び付属

設備、工具器具及び備品を除却

したものであります。

※３．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。

※４．　　　　　─ ※４．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。

※４．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。

※５．　　　　　─ ※５．滋賀県大津市堅田の賃貸借契約

解約により発生した移転費用で

あります。

※５．　　　　　─
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 55,477,466 7,000,000  － 62,477,466

合計 55,477,466 7,000,000  － 62,477,466

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 22,289 4  － 22,293

合計 22,289 4  － 22,293

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加7,000,000株は、新株の発行による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加４株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

 新株予約権の 

 目的となる株

 式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会計

期間末残高

（千円）

　前連結会計

　年度末 

当中間連結会計

期間増加 

当中間連結会計

期間減少 

当中間連結会計

期間末 

 提出会社

（親会社）
 平成18年新株予約権（注)１  　普通株式  － 13,000,000  － 13,000,000 273,000

 連結子会社  －  －  －  －  －  －  －

 合計  －  － 13,000,000  － 13,000,000 273,000

（注）１．平成18年新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．配当に関する事項　

     　 該当事項はありません。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金

650,986千円

現金及び現金同等物

650,986千円

現金及び預金

1,760,233千円

現金及び現金同等物

 1,760,233千円

現金及び預金

633,686千円

現金及び現金同等物

633,686千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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。

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

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

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額

(千円)

差額
（千円）

①株式 29,565 60,219 30,654 － － － － － －

②債券 － － － － － － － － －

③その他 － － － － － － － － －

合計 29,565 60,219 30,654 － － － － － －

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

中間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 873 873 873

（店頭売買株式を除く）

投資事業有限責任組合への出資 49,017 46,840 48,626

合計 49,890 47,713 49,500

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、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　ストック・オプション等関係

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）において付与したストック・オプション

は、ありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

レース
（千円）

化粧品
（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去または
全社(千円)

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 97,233 114,254 33 211,521 － 211,521

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 97,233 114,254 33 211,521 － 211,521

営業費用 109,197 111,810 27 221,035 88,631 309,667

営業利益（又は営業損失） (11,964) 2,444 6 (9,513) (88,631) (98,145)

　（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88,631千円の主なものは、提出会社の総務

部門等管理部門に係る費用であります。

４．上記の金額には、消費税等が含まれておりません。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

レース
（千円）

化粧品
（千円）

不動産
（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去または
全社(千円)

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
128,981 142,672 10,433 － 282,087 － 282,087

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 128,981 142,672 10,433 － 282,087 － 282,087

営業費用 137,849 119,131 8,255 5 265,243 103,920 369,163

営業利益（又は営業

損失）
(8,868) 23,540 2,177 (5) 16,844 (103,920) (87,075)

　（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。

　　　　　　なお、新規に不動産部門を設立し駐車場の運営を行っております。

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）不動産：駐車場

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103,920千円の主なものは、提出会社の総務

部門等管理部門に係る費用であります。

４．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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前連結会計年度（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）
消去または
全社(千円)

連結
（千円）

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)

　（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、提出会社の総務

部門等管理部門に係る費用であります。

４．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

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、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

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、海外売

上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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   18円76銭

１株当たり中間純損失金額   1円52銭

１株当たり純資産額   29円22銭

１株当たり中間純損失金額  １円54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株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、潜在株式は存
在するものの、１株当たり中間純損失
を計上しているため記載しておりませ
ん。

 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）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額        －　千円   2,098,251千円       －　千円

純資産の部の合計額から控除

する金額

       －　千円    273,000千円        －　千円

（うち新株予約権）        －　千円         （273,000千円）        －　千円

普通株式に係る中間期末（期

末）の純資産額

       －　千円  1,825,251千円        －　千円

１株当たり純資産額の算定に
用いられた中間期末（期末）
の普通株式の数

          －　株 62,455,173株           －　株

 

（注２）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間（当期）純損失        84,241千円   85,740千円       140,398千円

普通株主に帰属しない金額 － － －

普通株式に係る中間（当期）

純損失
       84,241千円            85,740千円       140,398千円

期中平均株式数           55,455,792株            55,569,929株            55,455,557株

希薄化を有しないため潜在株
式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の金額に含めなかっ
た潜在株式の概要

－ 第１回新株予約権
(新株予約権の数 1,300個）

－
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―  平成18年10月２日に不動産事業にお
いて安定した賃料収入が見込め、将
来の収益力の強化に貢献する物件を
狙いとした不動産売買契約を締結し、
引渡しを受けております。
その概要は次のとおりであります。
①取得資産の内容　
　　建物（鉄筋コンクリート造７階
　　建て、地下１階）及び土地
②敷地面積　　　　717.42㎡
③建物延床面積　　1485.77㎡
④所在地
　　東京都港区西麻布一丁目７番２
　　号
　これにより建物が47,197千円及び
土地が1,051,752千円増加しておりま
す。
また、売上高においては115百万円の
増加及び営業利益においては75百円
の増加を見込んでおります。
 

―
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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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

千円 千円 千円

レース 27,258 24,259 49,975

化粧品 74,898 83,389 150,228

合計 102,156 107,649 200,203

　（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．上記の金額には、消費税が含まれておりません。

(2）受注実績

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

平成17年９月30日現在
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

平成18年９月30日現在
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

平成18年３月31日現在

千円 千円 千円 千円 千円 千円

レース 92,433 14,200 91,121 13,140 339,074 51,000

化粧品 110,514 24,500 156,322 38,380 241,177 24,730

その他 33 ― ― ― 33 ―

合計 202,981 38,700 247,443 51,520 580,285 75,730

　（注）上記の金額には、消費税等が含まれておりません。

(3）販売実績

事業区分
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

千円 千円 千円

レース 97,233 128,981 307,074

化粧品 114,254 142,672 244,687

不動産 ― 10,433 ―

その他 33 ― 33

合計 211,521 282,087 551,795

　（注）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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