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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 528 ― 35 ― 35 ― 32 ―
20年3月期第1四半期 228 39.8 △16 ― △12 ― △16 ―

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

21年3月期第1四半期 0.46 ―
20年3月期第1四半期 △0.25 ―

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

21年3月期第1四半期 3,610 3,278 90.8 46.08
20年3月期 3,681 3,245 88.2 45.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,278百万円 20年3月期  3,245百万円

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

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 699 ― 0 ― 7 ― 2 ― 0.03
通期 1,366 △11.4 9 △68.9 45 54.9 40 ― 0.56

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に発表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間及び通期を本資料において修正しております。 
２．上記の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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  71,177,466株 20年3月期  71,177,466株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  24,475株 20年3月期  23,863株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  71,153,180株 20年3月期第1四半期  67,154,378株
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期連結会計期間におきましては、繊維事業では、レース製品の需要の閑散期の中、受注

が伸び悩み売上高は前年同四半期を下回り34百万円（前年同四半期比19.1%減）、営業損失は９百万

円（前年同四半期営業損失７百万円）となりました。

  化粧品事業では、新規取引先からの受注や「エコナージュプロフェッショナル」の受注などにより

堅調なスタートを切り、売上高は前年同四半期を上回り１億円（前年同四半期比10.1%増）、営業損

失は１百万円（前年同四半期営業損失18百万円）となりました。

  不動産事業におきましては、駐車場及びテナントビルの賃料収入に加え、当初下半期に計画をして

いた販売用不動産の売買により、売上高は当第１四半期連結会計期間の計画を大幅に上回り、３億91

百万円（前年同四半期比313.2%増）、営業利益は１億21百万円（前年同四半期比97.1%増）となりま

した。

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は５億28百万円（前年同四半期比131.3％増）、

営業利益は35百万円（前年同四半期営業損失16百万円）、経常利益は35百万円（前年同四半期期経常

損失12百万円）、四半期純利益は32百万円（前年同四半期純損失16百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末と比

較して70百万円減少し、36億10百万円となりました。

　負債は、買掛金の減少などにより、前連結会計年度末と比較して１億３百万円減少し、３億32百万

円となりました。

　純資産は、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金

処分を決議し、資本準備金11億47百万円の全額を取り崩し、その他資本剰余金に振替えた後、同額で

繰越利益剰余金の欠損をてん補しており、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が11億47百

万円減少し、利益剰余金が11億47百万円増加いたしました。また、当第１四半期純利益を計上したこ

となどにより、前連結会計年度末と比較して32百万円増加し、32億78百万円となりました。

　以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して2.6ポイント増加し、90.8%となりまし

た。

　キャッシュ・フローの状況は、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下

「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ41百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末残高

は12億85百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間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、42百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益を計

上した一方、仕入債務の減少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）

  投資活動の結果獲得した資金は、0.6百万円となりました。これは、有形固定資産の売却及び差入

保証金の回収による収入など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）

  財務活動の結果使用した資金は、0.04百万円となりました。これは、自己株式の取得によるもので

あります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

  業績予想につきましては、第１四半期連結会計期間末における業績の推移を勘案し、業績予想の見

直しを行った結果、平成20年５月15日の決算発表時に公表しました平成21年３月期の第２四半期累計

期間（連結・個別）及び通期(連結・個別)の業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該

予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

（３）四半期連結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

①  当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法又は個別法によ

る原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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、主として総平均法又は個別法によ

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。

　　この変更による、当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,285,355 1,327,168

受取手形及び売掛金 154,816 150,427

商品及び製品 21,904 29,814

仕掛品 3,631 6,552

原材料及び貯蔵品 20,722 16,561

販売用不動産 596,204 594,644

その他 22,194 32,513

貸倒引当金 △4,329 △2,804

流動資産合計 2,100,500 2,154,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 84,865 87,466

機械装置及び運搬具（純額） 55,199 58,094

工具、器具及び備品（純額） 13,469 15,087

土地 1,247,134 1,247,134

有形固定資産合計 1,400,669 1,407,783

無形固定資産 8,861 9,302

投資その他の資産   

投資有価証券 69,691 72,091

破産更生債権等 8,260 8,260

その他 31,086 37,416

貸倒引当金 △8,260 △8,260

投資その他の資産合計 100,778 109,507

固定資産合計 1,510,308 1,526,592

資産合計 3,610,809 3,681,470



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 45,484 156,748

未払法人税等 4,019 12,708

賞与引当金 9,885 5,849

未払金 49,730 40,659

その他 32,969 26,282

流動負債合計 142,089 242,247

固定負債   

退職給付引当金 8,170 11,306

繰延税金負債 150 －

再評価に係る繰延税金負債 64,444 64,444

長期預り金 117,524 117,524

固定負債合計 190,289 193,274

負債合計 332,378 435,522

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

資本剰余金 － 1,147,600

利益剰余金 △39,543 △1,219,612

自己株式 △1,750 △1,704

株主資本合計 3,183,532 3,151,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 221 161

土地再評価差額金 94,677 94,677

評価・換算差額等合計 94,898 94,838

純資産合計 3,278,430 3,245,947

負債純資産合計 3,610,809 3,681,470



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 528,484

売上原価 370,503

売上総利益 157,980

販売費及び一般管理費 122,308

営業利益 35,672

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 87

仕入割引 390

有償見本 1,304

製品保管料 685

販売用不動産賃貸料 960

雑収入 530

営業外収益合計 3,958

営業外費用  

有償見本費用 1,076

投資事業組合損失 2,610

雑損失 120

営業外費用合計 3,807

経常利益 35,823

特別利益  

貸倒引当金戻入額 64

特別利益合計 64

特別損失  

固定資産除却損 746

損害賠償金 243

特別損失合計 989

税金等調整前四半期純利益 34,898

法人税、住民税及び事業税 2,303

法人税等調整額 125

法人税等合計 2,429

四半期純利益 32,468



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 34,898

減価償却費 8,071

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,524

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,035

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,135

受取利息及び受取配当金 △87

投資事業組合損失 2,610

有形固定資産除却損 746

売上債権の増減額（△は増加） 4,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,108

仕入債務の増減額（△は減少） △120,507

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,600

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,515

その他の資産の増減額（△は増加） 9,962

その他の負債の増減額（△は減少） 8,259

小計 △36,543

利息及び配当金の受取額 86

法人税等の支払額 △7,022

法人税等の還付額 1,089

営業活動によるキャッシュ・フロー △42,390

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,280

有形固定資産の売却による収入 1,350

差入保証金の差入による支出 △359

差入保証金の回収による収入 912

投資活動によるキャッシュ・フロー 623

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,812

現金及び現金同等物の期首残高 1,327,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,285,355



　当連結会計年度より「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、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　　　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

繊維
（千円）

化粧品
（千円）

不動産
（千円）

インター
ネット販売
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
34,282 100,503 391,992 1,705 528,484 － 528,484

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 34,282 100,503 391,992 1,705 528,484 － 528,484

営業利益

（又は営業損失）
(9,390) (1,671) 121,809 (17,393) 93,354 (57,682) 35,672

（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）繊維：エンブロイダリーレース、その他繊維製品

　　　　(2）化粧品：基礎化粧品、医薬部外品、化粧品雑貨

　　　　(3）不動産：テナントビルの賃貸、不動産の売買・仲介、駐車場の運営（時間貸し）

　　　　(4）インターネット販売：化粧品雑貨、その他

　　　３．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

　　　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30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

　　　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年６月27日開催の第128回定時株主総会の決議により欠損てん補を目的として

資本準備金の全額を取り崩し、その他資本剰余金に振替えた後、その他資本剰余金で繰越利益

剰余金の欠損てん補を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金

が1,147,600千円減少し、利益剰余金が1,147,600千円増加いたしました。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

金額（千円）

　　売上高 228,453

　　売上原価 136,404

売上総利益 92,048

　　販売費及び一般管理費 108,594

営業損失 16,545

　　営業外収益 4,850

　　営業外費用　 808

経常損失　 12,502

　　特別利益　 －

　　特別損失 4,493

税金等調整前四半期純損失 16,996

税金費用 △221

四半期純損失 16,774

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　1.税金等調整前四半期純損失 △16,996

　2.減価償却費 7,051

　3.売上債権の減少額 27,345

　4.たな卸資産の増加額 △143,095

　5.仕入債務の減少額 △14,374

　6.その他 △24,486

小計 △164,554

　7.法人税等の支払額 △10,111

　8.その他 80

営業活動によるキャッシュ・フロー △174,586

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　 △74,201

2.差入保証金による支出　 △20,000

3.その他　 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,211

Ⅲ　財務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 －

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額　 △268,797

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,472,220

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,203,422



（３）（要約）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

　　　前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

繊維
（千円）

化粧品
（千円）

不動産
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売 上 高 42,386 91,201 94,864 228,453 － 228,453

営業費用 50,209 109,738 33,065 193,013 51,985 244,998

営業利益

（又は営業損失）
(7,822) (18,536) 61,799 35,440 (51,985) (16,545)

（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）繊維：エンブロイダリーレース

　　　　(2）化粧品：基礎化粧品、医薬部外品、化粧品雑貨

　　　　(3）不動産：テナントビルの賃貸、不動産の売買・仲介、駐車場の運営（時間貸し）

　　　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(51,985千円)の主なもの

は、当社本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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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