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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 359 △57.4 △46 ― △17 ― △6 ―
21年3月期第2四半期 845 ― 21 ― 25 ― △156 ―

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2四半期 △0.10 ―
21年3月期第2四半期 △2.19 ―

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2四半期 3,271 3,000 91.7 42.17
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2四半期  3,000百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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  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

通期 1,107 △12.9 △30 ― 1 ― 9 ― 0.13
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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、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） 

(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21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、平成21年10月29日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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。 

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2四半期 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2四半期  29,655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2四半期 71,148,682株 21年3月期第2四半期 71,152,823株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に一部回復の兆候が見られたものの、雇用情勢の悪化や個

人消費の低迷等、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、女性向けアウター用刺しゅう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、消費者の低価格志向が強まる中、大手アパレルメーカーが企画生産を海外へシフトするよう

になったため受注が伸び悩みました。その結果、売上高は58百万円（前年同四半期比16.9％減）、営業損失は15百万

円（前年同四半期営業損失18百万円）となりました。 

 化粧品事業におきましては、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」を発売す

るとともに新規ＯＥＭ先の獲得に注力しておりますが苦戦を強いられ、また原材料高の影響を受けました。その結

果、売上高は１億71百万円（前年同四半期比1.2％減）、営業損失は16百万円（前年同四半期営業損失12百万円）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安定した賃料収入を得ることができましたが、不動産市場

の低迷による影響を受け、販売用不動産を新たに売却するには至りませんでした。その結果、売上高は１億27百万円

（前年同四半期比71.2％減）、営業利益は93百万円（前年同四半期比42.2％減）となりました。 

 雑貨販売事業として子会社である株式会社エレナが化粧品・雑貨を販売しておりますが、取扱品目を絞り込むなど

採算性の見直しを行いました。その結果、売上高は２百万円（前年同四半期比98.3％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。 

 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３億59百万円（前年同四半期比57.4％減）、営

業損失は46百万円（前年同四半期営業利益21百万円）、経常損失は17百万円（前年同四半期経常利益25百万円）、四

半期純損失は６百万円（前年同四半期純損失１億56百万円）となりました。 

  

 当第２四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53百万円減

少し、32億71百万円となりました。 

 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46百万円減少し、２億70百万円となりました。 

 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６百万円減少し、30億円となりました。 

 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1.3ポイント増加し、91.7％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１億58百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末残高は７億52百万円となりま

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） 

 営業活動の結果獲得した資金は、54百万円（前年同四半期は31百万円の使用）となりました。これは、主に売上債

権の減少並びに利息及び配当金の受取額の増加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、１億４百万円（前年同四半期は３億46百万円の使用）となりました。これは、主

に貸付金の回収による収入や投資有価証券の売却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、0.06百万円（前年同四半期は0.09百万円の使用）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。 

  

 平成22年３月期の通期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から、平成21年10

月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行っております。 

 なお、平成21年12月１日を効力発生日として、当社の繊維事業部及び化粧品事業部の事業に関して有する権利と義

務を簡易分割・略式分割により、当社100％出資の子会社である日本レース株式会社及び株式会社ラフィネに承継さ

せることを平成21年10月28日開催の当社取締役会において決議しておりますが、100％子会社への事業承継であるた

め、連結業績に与える影響はありません。  

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



  

 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。  

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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 752,775 594,254

受取手形及び売掛金 108,822 167,876

商品及び製品 27,606 40,467

仕掛品 1,773 4,743

原材料及び貯蔵品 22,104 21,244

販売用不動産 421,144 418,758

短期貸付金 330,313 335,254

その他 13,994 113,792

貸倒引当金 △14,050 △21,218

流動資産合計 1,664,484 1,675,173

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 173,292 165,282

機械装置及び運搬具（純額） 34,923 40,917

工具、器具及び備品（純額） 9,749 10,286

土地 1,222,554 1,222,554

有形固定資産合計 1,440,520 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 2,310 2,679

無形固定資産合計 133,420 133,789

投資その他の資産   

投資有価証券 15,186 48,927

破産更生債権等 1,820 1,949

その他 17,407 27,589

貸倒引当金 △1,822 △1,952

投資その他の資産合計 32,591 76,514

固定資産合計 1,606,532 1,649,345

資産合計 3,271,017 3,324,518



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,953 46,771

未払法人税等 4,987 5,185

未払金 20,798 42,908

賞与引当金 － 2,950

事務所移転費用引当金 － 1,500

その他 31,126 31,756

流動負債合計 79,866 131,072

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 136,557 131,999

固定負債合計 191,046 186,488

負債合計 270,912 317,561

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,224,825 3,224,825

利益剰余金 △302,790 △296,003

自己株式 △1,983 △1,917

株主資本合計 2,920,051 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 3,000,104 3,006,957

負債純資産合計 3,271,017 3,324,518



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 845,088 359,796

売上原価 598,305 217,810

売上総利益 246,783 141,986

販売費及び一般管理費 225,151 188,000

営業利益又は営業損失（△） 21,631 △46,014

営業外収益   

受取利息 1,048 116

貸付金利息 7,239 29,812

受取配当金 87 7

仕入割引 741 425

有償見本 1,609 1,556

製品保管料 909 －

販売用不動産賃貸料 1,920 1,360

その他 1,010 1,632

営業外収益合計 14,565 34,910

営業外費用   

廃棄損 1,469 2,096

有償見本費用 1,278 1,292

貸倒引当金繰入額 3,349 －

投資事業組合損失 4,787 3,221

その他 132 37

営業外費用合計 11,017 6,648

経常利益又は経常損失（△） 25,180 △17,751

特別利益   

債務免除益 － 22,630

賞与引当金戻入額 － 4,849

貸倒引当金戻入額 － 7,907

特別利益合計 － 35,387

特別損失   

固定資産除却損 771 5,915

販売用不動産評価損 163,160 －

損害賠償金 488 435

投資有価証券売却損 － 12,730

減損損失 24,580 －

事務所移転費用 － 3,067

特別損失合計 189,000 22,148

税金等調整前四半期純損失（△） △163,820 △4,512

法人税、住民税及び事業税 2,107 2,183

法人税等調整額 △9,829 91

法人税等合計 △7,721 2,274

四半期純損失（△） △156,098 △6,787



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 316,604 182,194

売上原価 227,801 114,024

売上総利益 88,803 68,169

販売費及び一般管理費 102,843 92,882

営業損失（△） △14,040 △24,712

営業外収益   

受取利息 1,047 115

貸付金利息 7,239 13,785

仕入割引 351 227

有償見本 304 1,285

製品保管料 223 －

販売用不動産賃貸料 960 640

その他 480 1,347

営業外収益合計 10,607 17,402

営業外費用   

廃棄損 1,459 2,094

有償見本費用 201 1,090

貸倒引当金繰入額 3,349 －

投資事業組合損失 2,177 252

その他 22 28

営業外費用合計 7,210 3,465

経常損失（△） △10,643 △10,775

特別利益   

債務免除益 － 22,630

賞与引当金戻入額 － 4,849

貸倒引当金戻入額 － 6,918

特別利益合計 － 34,398

特別損失   

固定資産除却損 25 3,196

販売用不動産評価損 163,160 －

損害賠償金 245 192

減損損失 24,580 －

その他 64 －

特別損失合計 188,075 3,388

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（△）

△198,718 20,233

法人税、住民税及び事業税 △196 673

法人税等調整額 △9,954 －

法人税等合計 △10,151 673

四半期純利益又は四半期純損失（△） △188,567 19,560



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △4,512

減価償却費 16,266 15,896

減損損失 24,580 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,864 △7,297

賞与引当金の増減額（△は減少） 96 △2,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,225 －

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － △1,500

受取利息及び受取配当金 △8,374 △29,935

長期前払費用償却額 － 2,479

投資事業組合損失 4,787 3,221

販売用不動産評価損 163,160 －

有形固定資産除却損 771 5,915

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） 22,031 59,053

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,565 12,584

仕入債務の増減額（△は減少） △113,985 △23,818

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,130 △634

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 －

長期預り金の増減額（△は減少） － 4,557

その他の資産の増減額（△は増加） 12,102 2,954

その他の負債の増減額（△は減少） 11,642 △22,061

小計 △33,823 26,683

利息及び配当金の受取額 8,147 29,910

法人税等の支払額 △7,022 △3,553

法人税等の還付額 1,089 1,037

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,608 54,077

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 △20,267

有形固定資産の売却による収入 6,350 －

無形固定資産の取得による支出 － △90

投資有価証券の取得による支出 △10,720 －

投資有価証券の売却による収入 － 17,783

貸付けによる支出 △360,000 －

貸付金の回収による収入 20,000 102,000

差入保証金の差入による支出 △359 △1,247

差入保証金の回収による収入 946 8,895

出資金の回収による収入 30 －

その他 － △2,566

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,605 104,508

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 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △97 △65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △378,311 158,520

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 948,856 752,775



 該当事項はありません。 

  

前第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）  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

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。  

  

前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21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。   

  

前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21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。   

  

 該当事項はありません。 

  

（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） 
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 
 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

  
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 
 58,085  171,412  127,536  2,762  359,796  －  359,796

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  58,085  171,412  127,536  2,762  359,796  －  359,796

営業利益（又は営

業損失） 
(15,867) (16,542)  93,158 (8,062)  52,686 (98,700)  (46,014)

〔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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