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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 177 △66.4 △21 ― △6 ― △26 ―
21年3月期第1四半期 528 ― 35 ― 35 ― 32 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.37 ―
21年3月期第1四半期 0.46 ―

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

22年3月期第1四半期 3,278 2,980 90.9 41.89
21年3月期 3,324 3,006 90.4 42.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,980百万円 21年3月期  3,006百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

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

472 △44.1 △11 ― 7 △72.2 △2 ― △0.03

通期 1,220 △4.0 4 ― 26 ― 13 ― 0.18
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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） 

(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 
 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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 71,177,466株 21年3月期  71,177,466株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  28,900株 21年3月期  28,400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 71,149,023株 21年3月期第1四半期 71,153,180株



  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しはあるものの、依然として先行きの不透明な

状況が続いております。 

 このような状況の下、繊維事業におきましては、刺繍レースの受注繁忙期を過ぎ、新規取引先の開拓に努めており

ますが受注が伸び悩み、売上高は29百万円（前年同四半期比14.6％減）、営業損失は６百万円（前年同四半期営業損

失９百万円）となりました。  

 化粧品事業では、平成20年10月より当社オリジナルブランドの「ＺＡＣＣヘアケアシリーズ」を新発売しましたが

ＯＥＭの受注が減少し、売上高は84百万円（前年同四半期比16.3％減）、営業損失は８百万円（前年同四半期営業損

失１百万円）となりました。 

 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を確保することができましたが、不動産市場の悪化

による影響を受け、売上高は61百万円（前年同四半期比84.2％減）、営業利益は46百万円（前年同四半期比61.8％

減）となりました。 

 上記事業の他に、子会社である株式会社エレナがインターネット販売を含めた化粧品・雑貨販売を行い、雑貨販売

事業としての売上高は２百万円（前年同四半期比56.0％増）、営業損失は４百万円（前年同四半期営業損失17百万

円）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１億77百万円（前年同四半期比66.4％減）、営業損失は21百万

円（前年同四半期営業利益35百万円）、経常損失は６百万円（前年同四半期経常利益35百万円）、四半期純損失は26

百万円（前年同四半期純利益32百万円）となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末と比較して45百万円

減少し、32億78百万円となりました。 

 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19百万円減少し、２億98百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末と比較して26百万円減少し、29億80百万円となりまし

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0.5ポイント増加し、90.9％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26百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は６億20百万円となりまし

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） 

 営業活動の結果増加した資金は、20百万円（前年同四半期は42百万円の減少）となりました。これは、主に税金等

調整前四半期純損失の計上額及び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） 

 投資活動の結果増加した資金は、５百万円（前年同四半期は0.6百万円の増加）となりました。これは、主に投資

有価証券の売却及び貸付金の回収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） 

 財務活動の結果減少した資金は、0.02百万円（前年同四半期は0.04百万円の減少）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。  

  

  業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に修正はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 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。  

  

 該当事項はありません。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 620,264 594,254

受取手形及び売掛金 130,257 167,876

商品及び製品 34,864 40,467

仕掛品 2,676 4,743

原材料及び貯蔵品 20,857 21,244

販売用不動産 420,239 418,758

短期貸付金 421,001 335,254

その他 21,702 113,792

貸倒引当金 △20,444 △21,218

流動資産合計 1,651,419 1,675,173

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 179,655 165,282

機械装置及び運搬具（純額） 38,149 40,917

工具、器具及び備品（純額） 10,928 10,286

土地 1,222,554 1,222,554

有形固定資産合計 1,451,289 1,439,040

無形固定資産   

借地権 129,024 129,024

電話加入権 2,086 2,086

ソフトウエア 2,541 2,679

無形固定資産合計 133,651 133,789

投資その他の資産   

投資有価証券 15,438 48,927

破産更生債権等 1,945 1,949

その他 27,169 27,589

貸倒引当金 △1,947 △1,952

投資その他の資産合計 42,605 76,514

固定資産合計 1,627,546 1,649,345

資産合計 3,278,966 3,324,518



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,026 46,771

未払法人税等 2,585 5,185

賞与引当金 4,958 2,950

事務所移転費用引当金 4,340 1,500

未払金 41,971 42,908

その他 34,149 31,756

流動負債合計 109,032 131,072

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 54,489 54,489

長期預り金 134,863 131,999

固定負債合計 189,352 186,488

負債合計 298,385 317,561

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

利益剰余金 △322,350 △296,003

自己株式 △1,946 △1,917

株主資本合計 2,900,528 2,926,905

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 80,052 80,052

評価・換算差額等合計 80,052 80,052

純資産合計 2,980,580 3,006,957

負債純資産合計 3,278,966 3,324,518



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 528,484 177,602

売上原価 370,503 103,785

売上総利益 157,980 73,816

販売費及び一般管理費 122,308 95,118

営業利益又は営業損失（△） 35,672 △21,301

営業外収益   

受取利息 0 0

貸付金利息 － 16,026

受取配当金 87 7

仕入割引 390 198

有償見本 1,304 270

販売用不動産賃貸料 960 720

その他 1,215 285

営業外収益合計 3,958 17,508

営業外費用   

有償見本費用 1,076 201

投資事業組合損失 2,610 2,969

その他 120 11

営業外費用合計 3,807 3,182

経常利益又は経常損失（△） 35,823 △6,975

特別利益   

貸倒引当金戻入額 64 989

特別利益合計 64 989

特別損失   

固定資産除却損 746 2,719

損害賠償金 243 243

投資有価証券売却損 － 12,730

その他 － 3,067

特別損失合計 989 18,760

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

34,898 △24,746

法人税、住民税及び事業税 2,303 1,510

法人税等調整額 125 91

法人税等合計 2,429 1,601

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,468 △26,347



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

34,898 △24,746

減価償却費 8,071 7,729

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,524 △778

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,035 2,007

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,135 －

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 2,840

受取利息及び受取配当金 △87 △16,034

長期前払費用償却額 － 1,239

投資事業組合損失 2,610 2,969

有形固定資産除却損 746 2,719

投資有価証券売却損益（△は益） － 12,730

売上債権の増減額（△は増加） 4,855 37,619

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,108 6,574

仕入債務の増減額（△は減少） △120,507 △25,745

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,600 △3,611

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,515 －

長期預り金の増減額（△は減少） － 2,863

その他の資産の増減額（△は増加） 9,962 △4,926

その他の負債の増減額（△は減少） 8,259 4,421

小計 △36,543 7,873

利息及び配当金の受取額 86 16,029

法人税等の支払額 △7,022 △3,553

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 20,349

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 △19,922

有形固定資産の売却による収入 1,350 －

無形固定資産の取得による支出 － △90

差入保証金の差入による支出 △359 △847

差入保証金の回収による収入 912 －

投資有価証券の売却による収入 － 17,783

貸付金の回収による収入 － 11,313

その他 － △2,547

投資活動によるキャッシュ・フロー 623 5,689

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 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △45 △29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,812 26,010

現金及び現金同等物の期首残高 1,327,168 594,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,285,355 620,264



 該当事項はありません。 

  

前第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）  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（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、前第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。  

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。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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

  
繊維 

（千円） 
化粧品 

（千円） 
不動産 

（千円） 
雑貨販売 
（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 
 29,260  84,070  61,610  2,661  177,602  －  177,602

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  29,260  84,070  61,610  2,661  177,602  －  177,602

営業利益（又は営

業損失） 
(6,428) (8,289)  46,504 (4,617)  27,168 (48,470)  (21,301)



前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21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。  

  
   

前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21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。  

  

   

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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