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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 845 ― 21 ― 25 ― △156 ―
20年3月期第2四半期 411 46.0 △62 ― △61 ― △80 ―

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2四半期 △2.19 ―
20年3月期第2四半期 △1.18 ―

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2四半期 3,398 3,080 90.6 43.29
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2四半期  3,080百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,366 △11.4 9 △68.9 45 54.9 △137 ― △1.93

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、４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、４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８月12日に発表いたしました連結業績予想は、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2四半期  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2四半期  25,245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2四半期  71,152,823株 20年3月期第2四半期  68,334,518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２四半期連結累計期間におきましては、わが国における企業収益は減少傾向にあり景気後退
の懸念が強まる中、当社グループの繊維事業では、新規取引先の開拓を積極的に行い繊維事業の販
路拡大に取り組み売上高は前年同期を上回りました。化粧品事業では、当社オリジナルブランド
「エコナージュシリーズ」の新発売により、新規取引先の開拓や販路拡大に向けて取り組み、これ
らの商品の受注が増加いたしましたが、ＯＥＭ受注は減少いたしました。また、不動産事業では、
駐車場及びテナントビルの安定した賃料収入に加え、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、売上高は前年同期を上回りました。 

また、当社グループにおきましては、収益源となり得る事業に積極的に取り組んでおりますが、
子会社である株式会社エレナにおいて、インターネット販売を含めた化粧品・雑貨の販売を行って
おり、当第２四半期連結累計期間において、当該事業の売上を大幅に伸ばすことができ、当第２四
半期連結累計期間における売上高、営業利益、経常利益は計画を上回りました。 

なお、夏以降の不動産市場の急激な悪化に伴い、不動産価格が著しく下落いたしましたので、当
社グループといたしましては、財務体質の改善が進む中、当第２四半期連結累計期間末で、当社が
保有する有形固定資産、販売用不動産の帳簿価格を見直すこととし、有形固定資産のうち土地・建
物の一部について減損損失を計上し、販売用不動産についても市場の動向を踏まえ売却方針の変更
に伴い、販売用不動産評価損として特別損失を計上することといたしました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は８億45百万円（前年同期比
105.2％増）、営業利益は21百万円（前年同期営業損失62百万円）、経常利益は25百万円（前年同
期経常損失61百万円）となり、営業利益及び経常利益は前年同期に比べ大幅に改善し黒字化いたし
ましたが、特別損失の計上により第２四半期純損失は１億56百万円（前年同期純損失80百万円）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。 

  
＜繊維事業＞ 

繊維事業では女性向けアウター用刺繍レースの企画販売を中心に営業活動を展開しております
が、当第２四半期連結累計期間におきましては、ファッションの流れを検討し来春夏物企画商品と
して、綿ローンＡＯレースなど10アイテム69柄の商品化を行い、新柄や新素材による見本の作成も
積極的に行うなどの販促活動を行いました。また今期秋冬物において新規取引先との取引を開始
し、今後において継続的に平均した受注先を得ることができました。 

その結果、当事業の売上高は69百万円（前年同期比12.0％増）、営業損失は18百万円（前年同期
営業損失24百万円）となりました。 

   
＜化粧品事業＞ 

化粧品事業では子会社である株式会社ラフィネが化粧品及び医薬部外品のＯＥＭ製造を行い、当
社が販売を行っておりますが、新たな事業計画の中で、当社オリジナルブランド商品として、青
山、原宿などに店舗を構え数多くの有名女優やタレントを顧客に抱えるヘアサロン「ＺＡＣＣ」の
代表である高橋和義氏に協力を得て開発した、美容室向け技術商品「エコナージュプロフェッショ
ナル ヘアコンディショナー」を発売し、当該商品の受注や新規取引先からの受注は増加する一
方、ＯＥＭの受注は減少いたしました。商品といたしましては、洗顔料、シャンプー、リンス、ク
リーム、化粧水、美容液などをインターネット販売、通信販売、会員向け販売、理美容業界向け、
ドラッグストア、エステサロンなどに出荷いたしました。 

その結果、当事業の売上高は、１億73百万円（前年同期比11.2％減）、営業損失は12百万円（前
年同期営業損失38百万円）となりました。 

  
＜不動産事業＞ 

不動産事業におきましては、新宿の駐車場及び西麻布ビルの賃貸による安定した収入に加え、第
１四半期連結会計期間における販売用不動産の売買の成立により、売上高は、４億43百万円（前年
同期比188.3%増）、営業利益は１億61百万円（前年同期比64.7%増）となり、当社グループの収益
事業として貢献いたしました。 

  
上記事業の他に、子会社である株式会社エレナにおきまして、新たな事業の取り組みを進める中

で、平成19年９月から本格的に稼働したインターネット販売を含めた化粧品・雑貨販売におきまし
ては取り扱い品目を絞り込むなど、採算性の見直しを行い売上拡大に取り組みました結果、雑貨販
売事業といたしましては、売上高は１億58百万円となりました。 

  
なお、前年同期増減率及び前年同期の金額は参考として記載しております。   



２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少、販売用不動産の減少、固定資産
の減少などにより、前連結会計年度末と比較して２億82百万円減少し、33億98百万円となりまし
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１億17百万円減少し、３億18百
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、資本剰余金が11億47百万円減少し、利益剰余金が11
億47百万円増加しましたが、当第２四半期純損失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１億65百万円減少し、30億80百万円となりました。 

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2.4ポイント増加し、90.6%となりま
した。 

  
キャッシュ・フローの状況は、当第２四半期連結累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３億78百万円減少し、当第２四半期連結累計期間
末残高は９億48百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累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、31百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の
計上や仕入債務の減少などがあった一方、売上債権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） 

投資活動の結果使用した資金は、３億46百万円となりました。これは、貸付けによる支出などに
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、0.09百万円となりました。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２四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８月12日の第１四半期決算発表時に公表しました平成21年３月期の
第２四半期連結累計期間（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「業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照下さい。

今後の見通しにつきましては、繊維事業におきましては、商品の企画・提案を積極的に行い、新
規取引先の開拓を進め、レース事業から繊維事業へ販路拡大を目指した営業活動により、新たな繊
維事業の構築に努力してまいります。 

化粧品事業におきましては、人気ヘアサロン「ＺＡＣＣ」の代表である高橋和義氏が髪本来の美
しさを引き出すために原料の段階から携わり開発した新商品「ＺＡＣＣ ヘアケアシリーズ」のシ
ャンプー、コンディショナー、トリートメント、トリートメントローションを平成20年10月から11
月にかけて新発売いたしましたので、これらの商品の販路拡大に向けて取り組んでまいります。 

不動産事業におきましては、厳しい市況ではありますが、駐車場の稼働率の向上とテナントビル
の賃貸収入による安定収入に加え、販売用不動産物件の売買による売上拡大に取り組み、更なる企
業価値の向上に努める所存であります。 

    



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、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２四半期連結累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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 948,856 1,327,168

受取手形及び売掛金 128,396 150,427

商品及び製品 47,848 29,814

仕掛品 5,237 6,552

原材料及び貯蔵品 22,029 16,561

販売用不動産 424,863 594,644

短期貸付金 340,000 －

その他 10,823 32,513

貸倒引当金 △6,668 △2,804

流動資産合計 1,921,385 2,154,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 82,892 87,466

機械装置及び運搬具（純額） 51,511 58,094

工具、器具及び備品（純額） 12,924 15,087

土地 1,222,554 1,247,134

有形固定資産合計 1,369,882 1,407,783

無形固定資産 8,420 9,302

投資その他の資産   

投資有価証券 68,614 72,091

破産更生債権等 8,260 8,260

その他 30,278 37,416

貸倒引当金 △8,261 △8,260

投資その他の資産合計 98,891 109,507

固定資産合計 1,477,195 1,526,592

資産合計 3,398,580 3,681,470



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 42,762 156,748

未払法人税等 5,623 12,708

賞与引当金 5,946 5,849

未払金 55,591 40,659

その他 30,221 26,282

流動負債合計 140,145 242,247

固定負債   

退職給付引当金 6,081 11,306

再評価に係る繰延税金負債 54,489 64,444

長期預り金 117,524 117,524

固定負債合計 178,094 193,274

負債合計 318,239 435,522

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 △213,485 △1,219,612

自己株式 △1,802 △1,704

株主資本合計 3,009,537 3,151,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,248 161

土地再評価差額金 80,052 94,677

評価・換算差額等合計 70,803 94,838

純資産合計 3,080,341 3,245,947

負債純資産合計 3,398,580 3,681,470



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 845,088

売上原価 598,305

売上総利益 246,783

販売費及び一般管理費 225,151

営業利益 21,631

営業外収益  

受取利息 1,048

貸付金利息 7,239

受取配当金 87

仕入割引 741

有償見本 1,609

製品保管料 909

販売用不動産賃貸料 1,920

雑収入 1,010

営業外収益合計 14,565

営業外費用  

廃棄損 1,469

有償見本費用 1,278

貸倒引当金繰入額 3,349

投資事業組合損失 4,787

雑損失 132

営業外費用合計 11,017

経常利益 25,180

特別損失  

固定資産除却損 771

販売用不動産評価損 163,160

損害賠償金 488

減損損失 24,580

特別損失合計 189,000

税金等調整前四半期純損失（△） △163,820

法人税、住民税及び事業税 2,107

法人税等調整額 △9,829

法人税等合計 △7,721

四半期純損失（△） △156,098



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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損失（△） △163,820

減価償却費 16,266

減損損失 24,580

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,864

賞与引当金の増減額（△は減少） 96

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,225

受取利息及び受取配当金 △8,374

投資事業組合損失 4,787

販売用不動産評価損 163,160

有形固定資産除却損 771

売上債権の増減額（△は増加） 22,031

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,565

仕入債務の増減額（△は減少） △113,985

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,130

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,500

差入保証金の修繕費振替 5,215

その他の資産の増減額（△は増加） 12,102

その他の負債の増減額（△は減少） 11,642

小計 △33,823

利息及び配当金の受取額 8,147

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 △31,608

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 △2,852

有形固定資産の売却による収入 6,350

投資有価証券の取得による支出 △10,720

貸付けによる支出 △360,000

貸付金の回収による収入 20,000

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 946

出資金の回収による収入 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,605

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 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △378,311

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 948,856



   

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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（単位：千円）

（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、当第２四半期連結会計期間において、「インターネット販売」から「雑貨販売」事業

に変更して掲記しております。従来より雑貨をインターネット販売にて取扱っており、今後の

販売計画も考慮したうえで、「雑貨販売」に統一いたしました。変更による影響額はありませ

ん。 

       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）雑貨販売：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。 

  

  繊維 化粧品 不動産 雑貨販売 計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  69,857  173,552  443,369  158,309  845,088 －  845,088

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  69,857  173,552  443,369  158,309  845,088 －  845,088

営業利益（又は営業損失） (18,842) (12,218)  161,144 (1,001)  129,082 (107,450)  21,631

b.所在地別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累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」 

  前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    411,746  100.0

Ⅱ 売上原価    256,208  62.2

売上総利益    155,537  37.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    218,105  53.0

営業損失    62,567  △15.2

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  1,224     

２．受取配当金  86     

３．仕入割引  976     

４．有償見本  1,546     

５．受取手数料  1,795     

６．その他  3,566  9,195  2.2

Ⅴ 営業外費用       

１．株式交付費  5,422     

２．投資事業組合損失  1,972     

３．その他    589  7,984  1.9

経常損失    61,356  △14.9

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益  3,020  3,020  0.7

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損  1,300     

２．損害賠償金  2,738     

３．事業所移転損失  3,389     

４．減損損失  25,447     

５．その他  103  32,978  8.0

税金等調整前中間純損失    91,314  △22.2

法人税、住民税及び事業税  1,657     

法人税等調整額  △12,049  △10,391  △2.5

中間純損失    80,923  △19.7



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前中間純損失  △91,314

２．減損損失  25,447

３．減価償却費  18,824

４．貸倒引当金の減少額   △3,020

５．賞与引当金の増加額  1,181

６．退職給付引当金の減少額   △6,751

７．受取利息及び受取配当金   △1,310

８．長期前払費用償却   1,250

９．投資事業組合損失  1,972

10. 損害賠償金  488

11. 有形固定資産除却損   1,300

12. 売上債権の減少額   50,900

13. たな卸資産の増加額   △603,563

14. 仕入債務の増加額  125,121

15. 未払消費税等の減少額   △7,697

16. 未収消費税等の増加額   △8,192

17. 預り保証金の減少額   △1,356

18. その他の資産の増加額   △7,258

19. その他の負債の減少額   △9,864

小計  △513,845

20. 利息及び配当金の受取額   1,052

21. 法人税等の還付額   100

22. 法人税等の支払額   △3,317

営業活動によるキャッシュ・フロー  △516,009

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  △83,737

２．無形固定資産の取得による支出   △6,415

３．差入保証金による支出   △26,140

４．差入保証金の返還による収入   200

投資活動によるキャッシュ・フロー  △116,093

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   540,000

２．新株予約権証券の消却による支出   △90,300

３．自己株式の取得による支出  △125

財務活動によるキャッシュ・フロー  449,574

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △182,529

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中間期末残高  1,289,691



（３）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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（単位：千円）

（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、当中間連結会計期間において新たにインターネットによる小売販売を開始しており、

当該事業を「その他」として区分しております。 

   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） 

     （4）その他：家電製品、その他 

   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97,618千円の主なものは、

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．会計処理の方法の変更 

      会計方針の変更 

         当社グループは、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期

間の営業費用は、「繊維」が１千円、「化粧品」が2,270千円、「不動産」が94千円、

「その他」が２千円、「消去又は全社」が１千円増加し、営業利益（又は営業損失）が同

額減少（又は増加）しております。 

      追加情報 

         当社グループは、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、「繊維」が544千円、

「化粧品」が51千円、「消去又は全社」が85千円増加し、営業利益（又は営業損失）が同

額減少（又は増加）しております。 

   ５．上記の金額には、消費税等が含まれておりません。 

  

  繊維 化粧品 不動産 その他 計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  62,320  195,542  153,738  144  411,746 －  411,746

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  62,320  195,542  153,738  144  411,746 －  411,746

営業費用  86,448  234,215  55,916  115  376,695  97,618  474,314

営業利益（又は営業損失） (24,127) (38,672)  97,821  29  35,050 (97,618) (62,567)

b.所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

以上
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